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まえがき

　Android端末やiPhoneをはじめとしたスマートフォン市場は急速に拡大を続けています。今や生活か
ら切っても切れない存在となっています。スマートフォンが劇的に普及するにつれ、スマートフォンアプリ
ケーション市場も急速な勢いで拡大を続け、膨大な数のモバイルアプリケーションが世の中に存在する状
況となっています。
　モバイルアプリケーション開発者の多くは、自分が作った作品をより多くのユーザにインストールしても
らったり、長く使ってほしいと考えているのではないでしょうか。しかし、世に溢れるアプリケーションの
中で自分のアプリケーションを目立たせ、そして、使い続けてもらうためには、それ相応の工夫を行う必
要があります。一言に工夫といっても、ユーザインタフェースの向上、操作性やパフォーマンスの改善、
最新機能の活用など、非常に多くの手段があります。
　今回、本書で取り扱うのが、モバイルアプリケーションにおける「通知機能」です。通知機能の詳細は
本文で紹介しますので、ここでは、ユーザに効果的に情報を伝えたり、アプリケーションの情報を配信す
る機能だとお考えください。この通知機能を適切に活用すれば、ユーザビリティを高めたり、アプリケーショ
ンを継続利用してもらうきっかけにすることができます。
　本書では、Android/iOSを対象として、これらOS向けの簡単なアプリケーションの開発経験がある人
を対象に、具体的にどのような通知手段があるか？ 世の中のアプリケーションではどのように通知機能が
活用されているのか？ 自分のアプリケーションでどうやって実装するのか？ といった点を解説しています。
本書が皆様のアプリケーションの魅力を高めるヒントになれば、著者一同この上ない喜びです。
　なお、本書の執筆にあたり、以下の方々にレビューをお願いし、多大なご協力を賜りました。 この場
を借りて厚く御礼申し上げます(五十音順・敬称略)。

　江川 崇（Smartium株式会社）さん
　佐野 徹郎（@Tetsurou_Sano）さん
　多賀 祐之介（株式会社ハウインターナショナル）さん
　長田 晃さん
　藤田 泰介（@glassonion1）さん

　最後に、本業の合間のプライベートな時間を執筆活動に充てることを理解し、支えてくれた家族や、共
に執筆を行った大切な仲間たち、我々に励ましを与えてくれた周囲のすべての人々に心より感謝します。

2013年 10月
著者一同
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ユーザ通知とデバイス通知
（Android・iOS共通）

ここでは通知機能の概要をAndroid、iOS共通で解説します。

1-1

本書で説明する 通知機能とは、図1-01に示す２つ（ ユーザ通知／ デバイス通知）のことを指しています。

図1-01　通知機能の概要

ユーザ通知 デバイス→ユーザに対して通知する機能

デバイス通知 サーバ→デバイスに対して通知する機能

「ユーザ通知」の１例として、「 ダイアログ(Android)」や「 アラート(iOS)」があります。これらを使えば、ユー

ザに実行してほしいアクションを選択させることができます。ユーザ通知を活用することで、効果的に情報

を伝えたり、ユーザビリティを高めることができます。
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111-1　ユーザ通知とデバイス通知（Android・iOS共通）

「デバイス通知」の１例として、　「 GCM(Android)」や「 Push Notifi cation(iOS)」があります。これら

を使うことで、デバイスにPush型の通知を行うことができます。デバイス通知を効果的にアプリケーション

に組み込むことで、継続してアプリケーションを利用してもらうきっかけにすることができます。

Android、iOS共にユーザ通知とデバイス通知を実現する手段が存在します。

ユーザ通知とデバイス通知、どちらもユーザに通知をするという機能には変わりありませんが、その方式、

方法などにおいて違いがあります。

本節でも解説しますが、 ユーザ通知（iOSの場合、Local Notifi cationともいう）がアプリケーション内

の通知を行う機能に対して、 デバイス通知（iOSの場合はPush Notifi cationともいう）はサーバから端末

に通知を行う機能となります（図1-02、1-03）。

また、AndroidとiOSとではそのデバイス通知においても、通信機能やプログラミング方法に関して大き

く変わります。

特にクロス開発を行う場合において、実装する方法が違うことは大きなハードルとなります。

本書ではAndroid、iOSと別々にユーザ通知、デバイス通知の解説をしていますが、各々の実装方法を

よく理解することで通知機能の深い理解が得られるようになるはずです。

図1-02　iOSのユーザ通知

図1-03　Androidのユーザ通知



1
Chapter

12

Androidにおける通知

Androidでのユーザへの通知を行うには、幾つかの手段が存在します。代表的
なユーザ通知の方法とその概要をここでは整理して説明します。

1-2

1-2-1  ユーザ通知とデバイス通知

ここでは、Androidに限定して通知機能の詳細に触れていきます。

ユーザ通知、デバイス通知の違いに関しては、ユーザ通知がデバイスからユーザへの通知に対して、デ

バイス通知はサーバからデバイスに関しての通知となります。

「ユーザ通知」、「デバイス通知」の詳しい特徴を表にまとめます（表2-01)。

表2-01：Androidアプリケーションにおける通知

Androidにおける実現手段 特徴 関連する節

 ユーザ通知 デバイス→ユーザへの通知 2-1

 トースト ポップ形式のメッセージが一定時間表示され、自動的に消える。 2-2

 ダイアログ ユーザに確認を促したり、処理を選択させる時に用いる。通常、画面全体を覆い隠すことはなく、
部分的にアクティビティの上に表示される。また、ユーザが操作するまで表示されたままとなる。 2-3

 ノティフィケーション
ユーザの操作を中断することなく、Androidの通知領域にアイコンやテキストで通知したい時に
用いる。通常、ユーザが操作するまで表示されたままとなるので、トーストと比較してユーザが
確認することが期待できる。

2-4

 音声読み上げ 任意の文字列を音声で読み上げる。画面に何も表示することなく、ユーザに通知をすることも可
能だが、マナーモード時に音声が聞こえないといった点に注意が必要。 2-5

 デバイス通知 サーバ→デバイスへの通知 3-1

 疑似Push
定期的にクライアント（アプリケーション）→サーバへポーリングすることで疑似的にPush通信を
実現。実装が比較的簡単ではあるが、バッテリー消費が激しく、アプリが起動していないときに
通知を受け取れない。

3-2

 GCM
Googleが提供するPush型の通信サービス。複数ユーザ/端末への一括送信が可能、バッテリー
にやさしい、GCMに対応したサーバサイドアプリを用意する必要がある、アプリが起動していな
くても通知可能。

3-3

 WebSocket
クライアント（アプリケーション）・サーバ間でコネクションを確立し、双方向通信を実現。リアル
タイム性が高く、サーバへの負担も軽いが、アプリが起動している必要がある。また、クライア
ントやサーバ、ネットワーク環境によって、WebSocketを使えない場合があることに注意が必要。

3-4
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131-2　Android における通知

これらの実現手段は、それぞれ特徴や目的だけでなく、実装方法も大きく異なります。どんな場合でも

どれか１つを選択すればよいというものではなく、状況に応じて適切に使い分ける必要があります。

具体的なユースケースを使って、どのような場合にどの手段を用いるかを紹介します。

1-2-2  通知機能の使いわけ

 ソーシャルネットワークアプリで、写真アップロードが完了したことをユーザに通知する場合

図2-01　写真アップロード完了の通知例

サーバへ写真アップロードを行ったときに、その処理が成功したか否かをユーザに対して通知するのが一

般的です（ユーザ通知）。

この場合、トーストを用いてポップ形式のメッセージを表示するのがよいでしょう。トーストは一定時間表

示された後、自動的に消えるという特徴を持つため、ユーザが見逃してしまう恐れはありますが、今回のケー

スでは特に問題ないでしょう。
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 任意のアプリケーションで、利用規約をユーザに確認する場合

図2-02　利用規約同意に関する通知例

アプリケーションの利用規約をユーザに表示する場合、同意の有無をユーザに確認する必要があります

（ユーザ通知）。

この場合、ダイアログを用いてユーザの意志を明確に確認するのがよいでしょう。

ダイアログはユーザに選択肢を与え意志を確認することができます。そのため、今回のケースに利用す

るのが適切です。

 ゲームアプリで、新アイテム販売開始をユーザに通知する場合

まず、サーバ→デバイスに対して、新アイテム販売開始という情報を通知する必要があります（デバイス

通知）。

デバイス内のアプリケーションが起動していなくても通知を受け取ることができるGCMを用いるのが便利

でしょう。

続いて、デバイス→ユーザに対して、その情報を知らせる必要があります（ユーザ通知）。

この例では、ダイアログを用いてユーザに購入意志を確認してもよいかもしれません。また、ノティフィ

ケーションを用いて、通知領域に表示するのもよいでしょう。このように適切に利用することで、ユーザに

効果的に情報を伝えたり、ユーザの意志確認を行うことができます。

それぞれの具体的な用途や使い方について、ユーザ通知はChapter02で、デバイス通知は

Chapter03で説明しています。本書のサンプルなども参考にしつつ自分の手を動かしながら、Android

における通知をマスターしていただければと考えています。
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151-2　Android における通知

ダイアログ
ノティフィケーション

GCM

図2-03　新アイテム販売開始の通知例
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iOSにおける通知機能

iOSにおいてアプリケーションがユーザに対して「ユーザ通知」を行な
う方法としては、 UIAlertViewを利用したアラートダイアログの表示、
 AudioServicesPlayAlertSoundを使ったサウンドやバイブレーションの再生、ホー
ム画面のアイコンのバッジ(アイコン右肩に表示される数字)などが一般的でしょう。

1-3

1-3-1  ユーザ通知とアラート通知

iOSの通知機能について表3-01にまとめました。

iOSでのユーザ通知の手段としては「アラート(UIAlertView)」によるダイアログの表示が一般的でしょう。

その他にもホームアイコンに数字バッジやサウンドによるユーザ通知の方法も良く使われます。

デバイス通知については、iOSで独自に実装する方法はあまり一般的とはいえず、ユーザ通知とデバイ

ス通知の仕組みが一体となったLocal Notifi cation(ローカル通知)とPush Notifi cation(Push通知)が

使われます。

表3-01：iOSでの主なユーザ通知

iOSにおけるユーザ通知 特徴 関連する節

ダイアログ アプリケーションのスクリーンにダイアログをポップアップして任意の文字列によってイベントを
ユーザへと通知する。ダイアログはユーザがダイアログのボタンをタップするなどのアクションを
起こすまでは表示されたままとなる。

1-3-2

サウンド アプリケーションのリソース中に用意されているサウンドリソースを再生し、音声によりユーザに
イベントを通知する。 1-3-3

バッジ iOSデバイスのホームスクリーンのアプリケーションアイコンに、ユーザに通知するイベントの数
を数値アイコン(バッジ)によって通知する。 1-3-4

バナー iOSデバイスのスクリーン上部に表示される「バナー」に表示される任意文字列によってイベントを
ユーザへと通知する。バナーは一定時間が過ぎると自動的に閉じられる。
※バナーによるユーザ通知の利用には、「Local Notifi cation」または「Push Notifi cation」を
利用する。

ー

iOS独自の通知手段

Local Notifi cation アプリケーションの中で閉じたデバイス通知およびユーザ通知を提供する。主に日付と時刻をトリ
ガーとした通知を行なうための機能が提供されている。ユーザ通知はiOSの機能、「通知センター」
によって行なわれ「ダイアログ」、「バッジ」、「サウンド」、「アイコン」による通知手段をユーザが
任意に選択することができる。

1-4-2

Push Notifi cation サーバ(プロバイダ)とデバイスが連携したリモートでのデバイス通知およびユーザ通知を提供する。
ユーザ通知はiOSの機能、「通知センター」によって行なわれ「ダイアログ」、「バッジ」、「サウンド」、
「アイコン」による通知手段をユーザが任意に選択することができる。

1-4-3
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1-3-2  アラートを表示する

たとえばユーザが指定した時刻になったら端末上にアラートダイアログを表示するとともにサウンドを再生

するアプリケーションを書こうとするならば、次のようなコードを使うことになるでしょう。

 UIAlertViewを使ってユーザにAlertを表示するならばアプリケーション中のアラートを表示したい箇所

に次のようなコードを追加します（図3-01）。

1 // UIAlertViewを定義して表示する
2 UIAlertView *alertView = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"アラート" message:@"アラート

メッセージ " delegate:self cancelButtonTitle:@"キャンセル " otherButtonTitles:@"OK", nil];
3 [alertView show];
4 [alertView release];

図3-01　アラートの表示

そして、UIAlertViewのボタンがタップされた際の動作を定義するため  UIAlertViewDelegateメソッド

の実装も必要となるでしょう。

ただし、ボタンが１つだけで、ボタンがタップされた場合にはアラートを閉じるだけで何も処理は行なわな

いのであれば、このUIAlertViewDelegateは定義しなくとも構いません。

その場合にはUIAlertViewのインスタンス生成の際の delegate:はnilを設定し、呼び出すべきdelegate

が存在しないことを明示します。

1 // UIAlertViewDelegate (UIAlertViewのボタンがタップされると呼び出される )
2 - (void)alertView:(UIAlertView *)alertView clickedButtonAtIndex:(NSInteger)buttonIndex
3 {
4     switch ( buttonIndex ) {
5     case 0:
6         //１番目のボタン (「キャンセル」)が押されたときの処理を記述する
7         break;
8
9     case 1:

10         // ２番目のボタン (「OK」)が押されたときの処理を記述する
11         break;
12     }
13 }
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1-3-3  アラートサウンドを再生する

iOSではサウンドの再生には種々の手段が用意されています。もしユーザ通知として音声を再生させるな

ら、簡単なのは AudioServicesPlaySystemSound、または AudioServicesPlayAlertSoundを使う

方法です。

AudioServicesPlaySystemSound/AudioServicesPlayAlertSoundでは、システムに予め用意

されているアラートサウンドや、AudioServicesCreateSystemSoundIDで登録したサウンドを再生す

る事ができます。

※AudioServicesPlaySystemSoundやAudioServicesPlayAlertSoundを利用するにはプロジェクトにAudioToolbox.frameworkを追加
する必要があります。

1 // メール着信音 (バイブあり)を再生する
2 AudioServicesPlaySystemSound(1000);

デバイスにバイブレーションだけを再生させるならAudioServicesPlaySystemSound、または

AudioServicesPlayAlertSoundに、次のようにして定義済みのアラートサウンド「kSystemSoundID_

Vibrate」を再生させればデバイスがバイブレーションします。

1 // デバイスを振動 (Vibrate)させる
2 AudioServicesPlayAlertSound(kSystemSoundID_Vibrate);

 AudioServicesPlaySystemSoundや AudioServicesPlayAlertSoundでは、iOSに予め登録され

ているアラートサウンドの他にも、 AudioServicesCreateSystemSoundIDで新しく作成したオリジナ

ルのアラートサウンドを再生することもできます。

1 // 必要なヘッダーをインクルード
2 #import <AudioToolbox/AudioServices.h>
3
4 ... 中略 ...
5
6 // SystemSoundIDのインスタンスを生成
7 SystemSoundID mySoundId;
8
9 // リソース中からサウンドデータ(wavフォーマット)を読み込み

10 NSURL *mySoundURL = [NSURL fi leURLWithPath:[[NSBundle?mainBundle]
11 pathForResource:@"mySound" ofType:@"wav"] isDirectory:NO];
12
13 AudioServicesCreateSystemSoundID((CFURLRef)mySoundURL
14 , &mySoundId);
15
16 // サウンドデータを再生
17 AudioServicesPlayAlertSound(mySoundId);
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18
19 // 使い終わったサウンドデータを破棄
20 AudioServicesDisposeSystemSoundID(mySoundId)

※AudioServicesPlaySystemSoundとAudioServicesPlayAlertSoundの違いについてですが、Appleのリファレンスやインターネット上の
情報でAudioServicesPlaySystemSoundはバイブレーションなし、AudioServicesPlayAlertSoundはバイブレーションありのように説明さ
れています。しかし実際に確認してみたところ、このそれぞれのメソッドの違いがそれほど明確ではありません。マニュアルを信じるならば一般の
通知音にはAudioServicesPlaySystemSoundを、警告音にはAudioServicesPlayAlertSoundを使っておいた方が良いのかもしれません。

AudioServicesPlaySystemSoundやAudioServicesPlayAlertSoundで指定できるインストール

済みのSystemSoundIDについてですが、残念ながらSystemSoundIDと再生されるサウンドの正式な

対応表を見つけることはできませんでした。

現在のところ(iOS 7)では整数値で1000から1036までが定義済みのようです。

Appleのリファレンスマニュアルに従うならばアプリケーションで利用するアラートサウンドについては

AudioServicesCreateSystemSoundIDで自分自身で定義して利用すべきなのかもしれません。

参考( SystemSoundIDとサウンドの対応表)

SystemSoundID サウンドの名称
1036 アップデート
1035 タイプライター
1034 つま先
1033 電報
1032 サスペンス
1031 スペル
1030 シャーウッドの森
1029 ノアール
1028 ニュースフラッシュ
1027 メヌエット
1026 はしご
1025 ファンファーレ
1024 降下
1023 機関車
1022 カリプソ
1021 ブルーム
1020 予感
1019 未定義(無音?)
1018 スゥィッシュ
1017 通知
1016 ツィート
1015 トライトーン
1014 エレクトロニック
1013 ベル
1012 トライトーン(バイブ)
1011 バイブ(ぶぶ～ )
1010 ホーン
1009 ガラス
1008 チャイム(バイブ)
1007 トライトーン(バイブ)
1006 ぴよよ～ん
1005 通知(バイブ)
1004 ぽよん※

1003 ぴゅ～ん※

1002 トライトーン(バイブ)
1001 スウォッシュ
1000 鐘

※はiOSの設定に存在しないもの
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1-3-4  ホーム画面のアイコンにバッジを表示する

iOSデバイスでメールなどを受信するとメールアプリケーションのアイコン右肩にバッジ(赤い丸の中に数

字)が表示されますが、これと同じようにアプリケーション中でこのバッジを表示する方法は簡単です。

次のようにUIApplication sharedApplicationで取得したアプリケーションのシングルトンのプロパティ

「applicationIconBadgeNumber」に整数値をセットすることで、アイコンにバッジが表示されます。整

数値に記載した値がバッジに中の数字として表示されます（図3-02）。

図3-02　バッジの表示

[[UIApplications sharedApplication] setApplicationIconBadgeNumber:1];

バッジを消去するには次のようにプロパティ「applicationIconBadgeNumber」に「0」をセットします。

[[UIApplication sharedApplication] setApplicationIconBadgeNumber:0];

3 1-3-5  iOSでのデバイス通知機能

アプリケーションがバックグラウンドにある状態で、たとえば Web Socketなどを使ってのPush通知や

ポーリングを利用した 疑似Push通知をアプリケーションに実装しようとします。普通に考えればバックグラ

ウンドで動作するスレッドやプロセスを生成して、この中でデバイス通知を監視／処理するためのロジック

を動作させ、何らかのアクションが必要となったら対象のアプリケーション(プロセス)をアクティブにしたり、

あるいはOSに対して何らかの処理を依頼するのが一般的でしょう。

ところがiOSのマルチタスクではアプリケーションがバックグラウンドにある状態で実行できることは非常

に限られています。「音楽の再生」、「位置情報の取得」、「VoIPのネットワーク監視」、「Newsstandから

のコンテンツの取得」、「アクセサリからの情報の取得」、「Bluetoothデバイスからの情報の取得」(iOS 

7からは「バックグラウンドでのダウンロード」、「Remote Notifi cationのバックグラウンドでの処理」が追

加された)しか行なうことができません。



1
Chapter

通
知
機
能
の
概
要（A

ndroid

、iO
S

）

211-3　iOSにおけるユーザー通知機能

その他のバックグラウンド処理についても「最大600秒の遅延」が認められてはいるのですが、アプリケー

ションの状態がバックグラウンド動作に変わってから最大でも600秒が経過すると、そのアプリケーションは

iOSにより終了されてしまうのです。そのためにiOSでバックグラウンドで自由な処理を継続的に行なわせ

ようとした場合には、そのタスクがiOSからみた場合には「音楽の再生」、「位置情報の取得」、「VoIPのネッ

トワーク監視」のいずれかに見えるようにトリックを仕掛けてやるなど、ちょっと特殊な処置が必要となってし

まいます。

しかし、iOSではこれらアプリケーションが自ら行なう「ユーザ通知」に加えて「デバイス通知」までも包括し

て扱うことのできるLocal Notifi cationとPush Notifi cationの2つの通知手段が用意されています。

また、このLocal Notifi cationとPush Notifi cationを使えば、通知に利用できる手段はiOSで提供

されている方法に限定はされてしまいますが、「デバイス通知」から「ユーザ通知」までの一連の流れを比較

的簡単な手続きで定義することができます（図3-03）。これらについては次のChapter1-4でもう少し詳

しく解説します。

  

アプリケーション

サーバ

ユーザ

デバイス通知

ユーザ通知ユーザからのレスポ
ンスの処理など

サーバへのレスポン
スの通知など

iOS

サーバ

ユーザ

デバイス通知

ユーザ通知

ユーザからのレスポ
ンスの処理など

サーバへのレスポン
スの通知など

アプリケーション

情報の通知など
アプリケーションの起動や

Local Notification/Push Notification でのイメージAndroid など、独自にデバイス通知 /ユー
ザー通知を実装した場合のイメージ

アプリケーションは
iOSにより処理された
結果を受け取る

そのほとんどは iOS
で処理される

図3-03　iOSでのデバイス通知機能
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1-4-1   通知のスタイル

Local Notifi cationとPush Notifi cationの2つの通知手段を、アプリケーションを利用するユーザか

ら見た場合には、どちらも同じ 通知センターおよび、それに関連する仕組みによって取り扱われるために同

じように見えるでしょう（図4-01 ～ 02）。

Androidアプリケーションでは、GCMなどを利用してサーバアプリケーションからデバイスへと送られた

通知は先ずは対象のアプリケーションへと送られ、「通知」に含まれる情報は対象となるアプリケーションが

自身で処理してtoastで表示したり、あるいはAndroid notifi cationの仕組みを使ってステータスバーへ

と表示しなければなりません。しかし、iOSではLocal Notifi cationやPush Notifi cationはアプリケー

ションが起動しているかいないかにかかわらず、一旦iOSが受け取り、アプリケーションが起動されていな

い状態でも「iOSで用意している方法」によってユーザへと通知されます。

そしてアプリケーションが起動されていない状態であったならばユーザが「アクション」を選択することで初

めて対象のアプリケーションがiOSによって起動され、「通知」が対象アプリケーションへと届けられます。

図4-01　Local Notifi cationの場合 図4-02　Push Notifi cationの場合

Local Notificationと
Push Notifi cationの概要
「 デバイス通知」や「 ユーザ通知」のなかでも特にiOSの特徴的な機能といえる
Local Notifi cationとPush Notifi cationの2つの通知について焦点を絞って
解説します。

1-4
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231-4　Local Notifi cation と Push Notifi cation の概要

Local Notifi cationおよびPush Notifi cationのために用意されているユーザ通知の方法としては、

「通知センター」、「バナー」、「ダイアログ」、「バッジ」、「サウンド」の５つが用意されています。

 通知センター

「 通知センター」はiOS 5から導入された機能で、Local Notifi cationまたはPush Notifi cationによ

りiOSデバイスへと通知された情報を、ユーザの操作によってプルダウン表示可能な「通知センター」へと

表示する機能です。

「通知センター」にはLocal Notifi cationやPush Notifi cationを利用している他のアプリケーションに

関する情報も一覧して表示されます。

Local Notifi cationやPush Notifi cationのような「通知機能」自体はiOS 3.0より利用可能でしたが、

「通知センター」が導入される以前の「ユーザ通知」には「 テキスト」、「 バッジ」、「 サウンド」の３つの通知方

法とその「オン」と「オフ」の切り替えしかありせんでした。

しかし、「通知センター」以降のユーザ通知では、「テキスト」について端末の「設定」→「通知」→「アプリ

ケーション」→「 通知のスタイル」によって通知する場所(スタイル)についての選択も可能となりました（図

4-03）。

図4-03　「通知」による通知方法の選択
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豊富なイラストで「なぜ?」を解消! 
Javaの第一歩を踏み出そう

『スッキリわかるJava入門 第2版』は、Javaの基礎から初
学者には難しいとされるオブジェクト指向まで、膨らむ疑問
にしっかり対応しました。Javaプログラミングの「なぜ？」が
わかる解説と約300点の豊富なイラストで、楽しく・詳しく・
スッキリとマスターできる構成となっています。「なんとなく
Javaを使っているけれど、オブジェクト指向の理解には自
信がない」「学習の途中で挫折してしまった」という方にも
おススメです。

スッキリわかる
Java 入門 第2版

インプレス
中山清喬・国本大悟（著者）
658 ページ
価格：2,376 円（PDF）

Java

300ものイラストで楽しく・詳しく・スッキリとマスター!

体験型の本書でプログラミングの
第1歩を踏みだそう！

『やさしくはじめるiPhoneアプリ作りの教科書【Swift 3＆
Xcode 8.2対応】』は、iPhoneアプリを作ってみたい初心
者のための入門書です。プログラミングが初めての人、苦
手意識がある人でも楽しく学んでいけるよう、なるべくやさ
しく、イラストや図をたくさん使って解説しています。本書
では実際にサンプルアプリを作りながら学んでいきますが、
イラストによる解説で、一歩ずつ丁寧に、iPhoneアプリ作
りの基本と楽しさを学べます。

やさしくはじめる
iPhoneアプリ作りの
教科書【Swift 3＆Xcode 8.2 対応】 

マイナビ出版
森巧尚（著者）、 
まつむらまきお（イラスト）
312ページ　価格：3,002 円（PDF）

Swift
（iOS開発）

作成するサンプルアプリは

シンプルで、
意味を理解しながら作っていける

イラストによる解説で、プログラミングがはじめての人でも学べる

会話のやりとりの中にも、

開発現場でのヒントが

詰め込まれている

2017

3.6 おすすめ
電子書籍



プログラミング未経験でも
Androidアプリを開発 !
Android
開発

JavaScriptを網羅的に
取り上げた骨太の1冊
Java
Script

幅広いジャンルで活躍 !
C#がキホンから学べる本

C/C++

初歩から順に理解できる
PHPとデータベース

PHP

PHP5.4の基本から
MySQLとの連携まで!

PHP

初めてのウェブ開発も安心
Rubyの文法を基礎から解説

Ruby

イラストでよくわかる
Android アプリのつくり方

Android Studio 対応版

親しみやすいイラストや、ステップバイステップで
の丁寧な解説が基本コンセプト。開発環境
「Android Studio」に対応し、Android のプロ
グラムを作りながら、自然に Java というプログラ
ム言語の知識が身につきます。

インプレス
羽山博・めじろまち（著者）

価格：2,138 円（PDF）

JavaScript 逆引きハンドブック

JavaScript の逆引きリファレンスの決定版。
JavaScript の機能を網羅的に取り上げていて、骨
太の 1冊になっています。JavaScript の基本的な
処理や便利な Tips はもちろん、HTML5 の API
についても数多く掲載しています。

シーアンドアール研究所
古籏一浩（著者）

993 ページ　価格：3,694 円（PDF）

基礎からわかる C#

本書はプログラミングの経験がある人を対象とし
た、プログラミング言語「C#」の入門書です。C#の
概要から基本的な文法、特徴的な機能まで、わかり
やすく解説しています。C# 6.0 の新機能について
も解説しています。

シーアンドアール研究所
西村誠（著者）

168 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしいPHPの教本
PHPとデータベースの基本を順番に学んで、実践
的なプログラムを完成させていく PHP の入門書
です。大事なポイントや勘違いしやすいポイントは
講師がフォロー。セミナーを受けている感覚で読み
進められます。

インプレス
柏岡秀男・池田友子（著者）

240 ページ　価格：1,836 円（PDF）

PHP+MySQLマスターブック
この一冊で PHPと MySQL の基本とWeb アプ
リケーションの構築法について学習できる実践的
なプログラミング入門です。現場必須のプログラム
構築法、API の活用法から、セキュリティ技術まで
詳しく解説します。

マイナビ出版
永田順伸（著者）

384 ページ　価格：2,916 円（PDF）

改訂 3 版
基礎 Ruby on Rails 

Ruby の文法やオブジェクト指向の考え方を初歩
から解説。アプリケーションのモックアップ作り、
データベースを導入し、ログイン・ログアウト機能
を加え、最終的にはメンバーや記事の管理ページ
までできあがります。

インプレス
黒田努・佐藤和人（著者）

536 ページ　価格：3,240 円（PDF）
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プログラミングの基本から
手取り足取りじっくり解説
コンテスト
・学習

必ずアルゴリズムの意味が
わかるようになる入門書！

はじめてプログラミングに
触れる前に読んでおこう
コンテスト
・学習

Go 言語の基礎から応用まで
ポイントがよくわかる

その他
言語

R 言語の機能を
目的から見つけ出せる!
その他
言語

プログラミングの初心者が
Python 3を学ぶのに最適

その他
言語

目指せプログラマー！ 
プログラミング超入門

本書は Windows 開発の標準ツールとも言える
「Visual Studio」を使い、C#というプログラミン
グ言語でプログラミングの基本を学びます。最終
的には、ちょっとしたアクションゲームが作れるく
らいになるのが目標です。

マイナビ出版
掌田津耶乃（著者）

312ページ　価格：2,074 円（PDF）

楽しく学ぶ
アルゴリズムとプログラミングの図鑑

図解とイラストを豊富に使ったアルゴリズムの入門
書。アルゴリズムとは『問題を解決するための考え
方』です。それが分かってきたら、8 種類のプログラ
ミング言語を使ったサンプルプログラムを実際に
試しましょう。

マイナビ出版　森巧尚（著者）、まつむらまきお（イラスト）
300 ページ　価格：2,689 円（PDF）

プログラミングの世界へようこそ

全くの初心者がプログラミングを勉強したいとき、
さまざまな疑問が湧いてきます。「どの言語を覚え
ればいい?」「文系でも大丈夫 ?」本書はプログラミ
ングに触れる前に知っておきたい基本をイラスト付
きで解説します。

マイナビ出版
尾川一行・中川聡（著者）

192ページ　価格：1,933 円（PDF）

改訂 2 版
基礎からわかる Go言語

Google が開発したプログラミング言語「Go」の
基礎から応用までをわかりやすく解説した 1 冊で
す。最新の Go 1.4 のバージョンに対応して改訂し
ました。Linux、Mac OS X、Windows の各環境
に対応しています。

シーアンドアール研究所　古川昇（著者）
240 ページ　価格：2,138 円（EPUB）

改訂 3版
R言語逆引きハンドブック 

本書では、最新バージョンのR 3.3.0 に対応し、R
言語の機能を目的から探すことができます。統計
が注目を集めるなか、Rを利用するユーザーも増え
ています。初心者でも使えるように、導入から丁寧
に解説しています。

シーアンドアール研究所
石田基広（著者）

800 ページ　価格：4,860 円（PDF）

基礎 Python 基礎シリーズ

プログラミングの初心者を対象にした Python 3
の入門書です。変数の取り扱いから、リスト、タプ
ルといったPython 固有のデータの操作、制御構
造や関数などについて、初心者でも基礎から学習
できるように説明しました。

インプレス
大津真（著者）

312ページ　価格：2,894 円（EPUB）
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