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図4.2　リスト4.1（1）における画像拡大結果

図4.3　リスト4.1（2）における実行結果
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3章　OpenCVを用いたアプリケーション開発

4章　OpenCVを用いたデバック方法
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図3.2　CMakeSample プログラムの実行結果

入力画像SIFT キーポイント検出結果SURF キーポイント検出結果



図4.4　リスト4.1（5）における実行結果。LineMatchViewが実行されている

図4.5　リスト4.1（5）における実行結果。TranslationMatchViewが実行されている

(a) マーカ

(b) カメラで撮影された画像

(c) 仮想物体が合成された撮影画像

図6.1 拡張現実感（AR）は、コンピュータビジョンの応用問題

6章　拡張現実感（Augmented Reality: AR）

44



図6.2　キーポイントのマッチング：各画像から検出されたキーポイントを、
　　　 その周辺の見た目を表すディスクリプタを用いてマッチングする

図7.1　Caltech 101 に含まれる画像例とそのラベル
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7章　機械学習による画像認識
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図8.1　プロジェクションマッピングの例：大阪電気通信大学
        　先端マルチメディア合同研究所　制作

図8.4　キャリブレーションボックスへの映像投影の例

図8.2　キャリブレーションボックス

図8.5　TLDの実行例： (a)テンプレート画像初期値 　(b), (c) 対象物体の見た目変化の例

8章　プロジェクタカメラシステム-プロジェクションマッピング
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図8.6　動的なプロジェクションの例

図9.2　手の動きでOpenGLのモデルを操作
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9章　OpenCVとOpenGLの連携
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図10.2 Tsukuba Stereo Pair の表示

図11.2 Kinect v2からキャプチャ（背景：カラー画像、右上：距離画像、右下：赤外線画像)

(a) 画面表示の様子

(b) レンズを外した状態のOculus

10章　広視野角HMDのための歪み画像生成

11章　Kinect v2の利用
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この本を手に取られたのは、これから卒業研究を始める学生の方でしょうか。それと
も、業務でシステムを開発するエンジニアの方でしょうか。もしかしたら、趣味でカメ
ラ画像を処理するためのプログラムを書こうとしている方かもしれません。この
『OpenCV 3プログラミングブック』は、そんな皆様を助けるために書かれた本です。

画像処理（Image Processing）は、読んで字のごとく「画像を対象とする処理」を
指します。かつて画像処理は、コンピュータでのカメラの取り扱いに専用のインタ
フェースを用意する必要があったり、高性能なコンピュータが処理に必要不可欠であ
るなど、限られた環境でのみ実行可能な処理でした。しかし今日では、カメラで撮影
した画像の不要な部分を除去したり、画像を明るくしたり、目を大きくしたり…画像
処理は身近に存在しており、今やパーソナルコンピュータすら必要なく、タブレット端
末やスマートフォンでさえも、気軽に先述のような画像処理が可能となっています。こ
のような画像を取り扱うプログラムのためのライブラリであるOpenCV（Open 
Computer Vision Library）は、最初のリリース以降着実に機能と知名度を増し
てきました。

今やOpenCVのバージョンは3となり、画像を取り扱う研究者は当たり前のように
OpenCVをインストールするようになりました。筆者らもこれまでに『OpenCVプロ
グラミングブック』および『OpenCV 2プログラミングブック』を上梓し、日本国内で
のOpenCVの普及に微力でも貢献すべく活動を進めてまいりました。今回も御縁が
あって、OpenCV 3に対応した書籍を執筆することになりました。

本書は画像処理ライブラリであるOpenCV、とくに2015年6月にリリースされた
OpenCV 3.0を主な対象として、ライブラリのインストール方法から基本的な使い
方、さらには具体的な問題を解決する手順を示した書籍です。画像処理に興味があ
る、または過去に画像処理に関する勉強をしたことがある方、過去のバージョンの
OpenCVを使ったことがあり、OpenCV 3.0に興味がある方などを対象としていま
す。本書が一人でも多くの方の助けになることを願っています。

は じ め に



1.1 画像処理とコンピュータビジョン .................................................................14 
1.2 OpenCV .....................................................................................................16 
1.3 OpenCV 3.0 ..............................................................................................18
1.4 OpenCV 2.Xからの移行に関する注意点 .................................................22 
1.5 1章のまとめ .................................................................................................25

2.1 OpenCVをインストールする主な方法 ......................................................28
2.2 CMakeを用いたOpenCVのインストール方法 .......................................31
2.3 公式インストーラを用いたOpenCVのインストール方法 .........................42
2.4 NuGetを用いたOpenCVのインストール方法 ........................................46
2.5 MacPortsを用いたOpenCVのインストール方法 ..................................52
2.6 HomeBrewを用いたOpenCVのインストール方法 ...............................55
2.7 apt-get installを用いたOpenCVのインストール方法 .........................61

3.1 CMakeを用いたプロジェクトの自動生成 ..................................................64
3.2 Visual Studioによるプロジェクトの作成 .................................................69

4.1 コンパイル時の情報の表示 .........................................................................78
4.2 XML、YAML形式の入出力を用いたデータのやり取り ............................79
4.3 パフォーマンス計測 ......................................................................................81
4.4 マルチスレッド処理に関する関数 ................................................................82
4.5 cvvモジュールのVisual Debuggingを使ってみる ................................83

OpenCV 3.0 を利用するための環境構築方法章

OpenCV 3.0を用いたアプリケーション開発章

OpenCVを用いたデバック方法章

1010

OpenCV3プログラミングブック

イントロダクション章
   ................................................................................. 13 

   .................. 27 

   .................. 63 

   ................................................. 77 



5.1 カメラモデルとキャリブレーション ..............................................................92
5.2 OpenCVによるカメラキャリブレーションの例 .........................................97

コンピュータビジョンにおける3次元幾何章

6.1 拡張現実感とは ......................................................................................... 104
6.2 キーポイント・ディスクリプタ・マッチング ............................................... 106
6.3 カメラ位置・姿勢推定 ................................................................................ 111
6.4 OpenGLを用いた仮想物体の合成 ......................................................... 120
6.5 最新のAR研究とライブラリ ..................................................................... 126
6.6 6章のまとめ .............................................................................................. 129

7.1 はじめに ..................................................................................................... 132
7.2 機械学習の種類 ......................................................................................... 133
7.3 一般物体認識 ............................................................................................. 135
7.4 データの準備 ............................................................................................. 137
7.5 特徴量の抽出 ............................................................................................. 140
7.6 深層学習ツールCaffeによる特徴量の抽出 ............................................. 150
7.7 学習  ............................................................................................................ 160
7.8 性能評価 .................................................................................................... 163
7.9 7章のまとめ .............................................................................................. 165

拡張現実感（Augmented Reality: AR）章

機械学習による画像認識章

11

C O N T E N T S

   .......................... 91 

   ............................. 103 

   ................................................................. 131 

8.1 はじめに ..................................................................................................... 168
8.2 プロジェクタとカメラの座標系について .................................................. 171
8.3 プロジェクタカメラ間のキャリブレーション ............................................. 173
8.4 グレーコードパタンによる３次元形状計測 ............................................... 180

プロジェクタカメラシステム-プロジェクションマッピング 章    ......... 167 

Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｓ

章



10.1 はじめに ................................................................................................... 238
10.2 歪み画像の生成 ....................................................................................... 239
10.3 Oculus Rift DK2での表示 ................................................................... 243
10.4 簡易HMDの利用..................................................................................... 245
10.5 10章のまとめ .......................................................................................... 246

広視野角HMDのための歪み画像生成章

OpenCV3プログラミングブック

11.1 はじめに ................................................................................................... 248
11.2 セットアップ .............................................................................................. 249
11.3 プログラムと実行結果 ............................................................................. 251
11.4 11章のまとめ .......................................................................................... 259

12.1 はじめに .................................................................................................... 262
12.2 UMat ....................................................................................................... 263
12.3 速度比較 ................................................................................................... 268

参考文献 .............................................................................................................. 271
索引  ...................................................................................................................... 275

Kinect v2の利用章

OpenCL章

C O N T E N T S

9.1 はじめに ..................................................................................................... 230
9.2 freeglutインストール .............................................................................. 231
9.3 プログラムの流れ ...................................................................................... 232

8.5 プロジェクション ........................................................................................ 182
8.6 8章のまとめ .............................................................................................. 188
8.7 プログラム ................................................................................................. 189

OpenCVとOpenGLの連携章

1212

   ................................. 237 

   .................................................................................... 247 

   ....................................................................................................... 261 

   ......................................................... 229 



13

イントロダクション

この章では、画像処理やコンピュータビジョンといった言葉について述べると
ともに、OpenCVというライブラリ、さらにはその最新バージョンである
OpenCV 3.0について解説します。

章
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画像処理と
コンピュータビジョン1.1

14

まずは図1.1に示した写真を見て、以下の問題に答えてください。

このとき、皆さんの頭の中で行われたであろう処理を想像してみましょう。まず、
眼から写真が入力されます。次に、「猫はどこにいますか?」という問題に答えるために、
皆さんはこれまでに獲得した一般的な「猫」の視覚的特徴を思い浮かべます。すなわち、
体毛に覆われている、四足歩行、ひげが生えている、顔の中で眼が占める割合が大き
い、耳が顔の上にある、など…最後に、画像の中の「自分の知っている猫」に該当する
物体を探します。皆さんはこれらの処理を一瞬で行ったことでしょう。細かな手順を
意識することすらしなかったのではないでしょうか。

図 1.1 「猫はどこにいますか？」
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画像処理（Image Processing）とは、読んで字のごとく「画像を処理する」ことを指
します。「処理」の内容は多岐に渡り、例えば画像の色や明るさなどを変化させること
や、拡大縮小のように画像の形状を変化させることなど、画像に対するあらゆる処理
が含まれます。一方、コンピュータビジョン（Computer Vision）とは、Computer=
計算機、Vision=視覚、という単語の通り、計算機に視覚を与える試みを指します。例
えば、冒頭の「猫はどこにいますか？」という問題を計算機に行わせることは、コン
ピュータビジョンの典型的な一課題です。

カメラにより獲得される視覚情報の汎用性の広さから、近年ではコンピュータビ
ジョンは様々な分野に応用されており、例えば光学式文字読み取り装置（Optical 
Character Recognition： OCR）、工場での検査、形状モデルの獲得、車載安全装置、
エンターテインメントなどが挙げられます。一方、コンピュータビジョンプログラミ
ングは結果が目に見える形で現れる、というわかりやすさから、趣味としてのプログ
ラミングの題材としても人気があり、カメラで撮影した二次元マーカの上で仮想物体
が動き回るような拡張現実感(Augmented Reality: AR)などもコンピュータビジョン
の一応用例といえます。このとき、コンピュータで扱う視覚情報は可視波長を撮影し
た像に限らず、赤外波長を撮影した画像や、対象との距離を表す距離画像など、人間
の視覚ではとらえられない情報をも扱うことが可能であるため、今後も様々な応用を
目指して研究開発が進められていくことでしょう。しかしながら、このような画像を
取り扱うプログラムにおいては、画像ファイルの読み込みやカメラとの通信、繰り返
しおよびポインタを多用するソースプログラムの記述など、多くの煩雑な処理が求め
られます。このような処理がライブラリ化されていなかった時代には、画像を取り扱
うプログラムを書くには多大な労力が必要とされました。
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1.2 OpenCV
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そこで、「実時間アプリケーションを主な対象として設計されたライブラリ」 1）と
して、OpenCV（Open Source Computer Vision Library）が開発されました。
OpenCVはIntel社がかつて開発および公開し、Willow Garage社を経て、現在では
itseez社に引き継がれている、コンピュータビジョンと機械学習のライブラリです。
OpenCVはWindows、Linux、AndroidおよびOS Xのプラットフォームをカバーし
ており、2500以上のアルゴリズムが含まれています。世界中で700万以上（うち日
本国内では50万以上）のダウンロード数を記録しており、コンピュータビジョン向け
のライブラリとしてはデファクトスタンダードとも言える地位を築きつつあります。
OpenCVの特徴としては、下記のような事柄が挙げられます。

簡単
コンピュータビジョンにおいて定番の処理から最新のアルゴリズムまでが関数と

してライブラリ化されているため、それらの関数を用いるだけで、誰でも簡単にコン
ピュータビジョンに触れることができます。

早い、速い
画像を取り扱う際に必要な処理の多くがライブラリ化されているため、ソースコー

ド記述に要する時間が大幅に短縮されるという利点があります。また、コンパイルさ
れた実行ファイルについても、実用十分な速度を期待できます。

無料
OpenCVはオープンソースであり、3-clause BSD License（三条項BSDライセンス）

に従って公開されています。画像処理において定番とされるような処理から、最新の
アルゴリズムまで、豊富な処理がライブラリ化されており、かつそのすべてを無料で
使用できます。また、商用利用においても、ソースコードを公開せずにバイナリを頒布
することが可能です 2） 。

1）http://opencv.org/
2）BSDライセンスに従うライセンス表示が必要です。また、知的財産権については考慮されないので注
意してください。
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OpenCVは2000年に最初のalphaバージョンがリリースされました。alphaおよび
betaバージョンアップを経て、2006年に正式バージョン1.0がリリースとなりました。
2009年にC++ APIの導入を主とする2.0へのメジャーバージョンアップがありました。
バージョン2.0がリリースされてから2015年までおよそ6年が経過しており、OpenCV 
3.0は久々のメジャーバージョンアップといえます。

OpenCVの歴史
Column

ライセンスの文章はインストールしたフォルダのLICENSE.txtに記載がありますので確
認しておいてください。OpenCVのダウンロード、インストール、コピーおよび利用には
このライセンスに従う必要があります。同意できない場合は使用できません。
下記はOpenCVの著作権表記です。

Copyright  2000-2015, Intel Corporation, all rights reserved.
Copyright  2009-2011, Willow Garage Inc., all rights reserved.
Copyright  2009-2015, NVIDIA Corporation, all rights reserved.
Copyright  2010-2013, Advanced Micro Devices, Inc., all rights 
reserved.
Copyright  2015, OpenCV Foundation, all rights reserved.
Copyright  2015, Itseez Inc., all rights reserved.
Third party copyrights are property of their respective owners.

OpenCVのライセンス
Column
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1.3 OpenCV 3.0
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OpenCVの現時点での最新バージョンである3.0は、2015年6月に正式版がリリー
スされました。OpenCV 3.0ではOpenCV 2.Xからの大きな変更点が複数存在してお
りますが、以下に特にユーザの使い勝手に大きく関わると考えられる点を列挙し、紹
介いたします 3) 。

開発当初、OpenCVはC言語のインタフェース（C API）のみが用意されていまし
た。OpenCV 2.0がリリースされた際に、目玉機能として新たにC++のインタフェー
ス（C++ API）が追加されたものの、C APIも完全な形でサポートされ続けていたこと
で、C APIからC++ APIへの移行は必ずしも良好に行われたわけではありませんでし
た。OpenCV 3.0においては、C APIは“officially deprecated C API in a separate 
module(s)”と述べられていることからも、今後のアップデートにおいてはレガシー
なものとして取り扱われ、C++ APIへの移行が促されると考えられます。同様に、
Python APIについても、古い形式のAPIはサポートされず、インタフェースの世代交
代が促進されます。

　

OpenCV 3.0では、“Base + Contrib”モデルが採用されています。これは、
OpenCV 3.0の構成を、基本的なコード群(Base)と、コミュニティにより提供される
実験的、あるいはプロプライエタリなコード群（Contrib）の組み合わせで実現するも
のです。詳細は2章にて解説されています。

　

これまでのバージョンアップにおいてライブラリの機能拡張を繰り返した結果、
OpenCV 2.Xではライブラリの構造が複雑化していました。そこで、ライブラリを整
理し、洗練する作業が行われました。

インタフェースの世代交代1.3.1

開発モデルの刷新1.3.2

モジュール構造の刷新1.3.3
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特に重要な点として、OpenCV 3.0で実装されている様々な画像処理アルゴリズム
が階層的に再構成されたことが挙げられます。これは、OpenCV 2.4において導入さ
れた cv::Algorithm クラスの拡大という形で実装されています。OpenCV 2.4では、
いくつかの画像処理アルゴリズムが cv::Algorithm クラスをルートとする階層構造を
成す構造が採用されました。OpenCV 3.0では、この階層構造が大幅に拡大していま
す。cv::Algorithm をルートとする階層構造を利用すると、処理で用いるアルゴリズム
の切り替えを簡単に行うことができます。ここでは、2次元の特徴量の種類を切り替
える場合を図1.2を見ながら考えてみましょう 4) 。2次元の特徴量はそれぞれ cv::ORB 
や cv::KAZE のようにクラスとして定義されており、これらは cv::Feature2D のサ
ブクラスです。さらに、この cv::Feature2D は cv::Algorithm のサブクラスとなっ
ています。まず、ORBという特徴量を使いたい場合には、cv::Ptr<cv::Feature2D> 
detector というポインタを宣言しておき、detector = cv::ORB::create(); というイ
ンスタンスを生成して、以後の処理を記述します。このとき、例えば用いる特徴量
をKAZEに切り替えて処理を実行したいと思ったら、インスタンスの生成の処理を 
detector = cv::KAZE::create(); と書き換えるだけで、KAZEを用いた処理に切り替え
ることができます。かつてのOpenCVでは、このようなアルゴリズムの切り替えを行
いたい場合には、例えばORBが使われている箇所すべてを書き換える必要がありまし
たが、階層構造を利用することで書き換えが1か所になり、省力化および誤りの抑制に
役立ちます。

cv : :Algorithm

cv : : Feature2D cv : : StereoMatcher

cv : : ORB

・・・ ・・・

・・・ ・・・cv : : KAZE

図 1.2 cv::Algorithmクラスの階層構造

3）参考: http://code.opencv.org/projects/opencv/wiki/OpenCV_Tutorial_CVPR_2015
4）詳しくは6章「拡張現実感（Augmented Reality: AR)」参照。
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OpenCV 3.0
1.3

OpenCV 3.0で変更された点の中でも大きな特徴とされているのが、Transparent 
API (T-API)と呼ばれる概念の導入です。「同じコードがCPUでもGPUでも動作する」を
うたい文句とし、ユーザがソースコードを書くときに環境の違いを意識することなく、
自動的に最適な並列化が選択および実行されます。

OpenCV 2.Xにおいては、例えばCPUのみでの処理を求める場合には cv::Canny()
関数 5) 、OpenCLによる並列化を求める際には ocl::Canny()関数を用いるというよう
に、並列化を導入するためにはソースコードを書き換えなければなりませんでした。
一方、OpenCV 3.0では、同じソースコードでも、GPUによる並列化が可能な環境に
おいては並列化が有効となり、GPUによる並列化が不可能な環境でも並列化処理なし
でバイナリを実行可能になるというように、ソースコードを環境に合わせて書き換え
る必要がありません。
ここで、2つの場合に分けて、OpenCV 3.0におけるT-APIの仕組みを解説します。

■ 並列化を望まない場合
OpenCV 3.0でCPUのみでの処理を求める場合には、OpenCV 2.Xのスタイルで書

かれたソースコードに手を加える必要はありません。

■ T-APIによる並列化を行う場合
T-APIによる並列化を行うときには、OpenCV 2.Xにおいて画像を取り扱うための

クラスである cv::Mat の代わりに、cv::UMat を用います。基本的には、cv::Mat を用
いる関数はすべて cv::UMat で代替できるように設計されています。図1.3にT-APIを
用いる際のソースコードの変更例を示します。図1.3 (a) はOpenCV 2.Xのスタイルで
書かれたコードで、OpenCV 3.0では単に並列化を行わないコードとして動作します。
一方、図1.3 (b) はT-APIを用いるために、cv::Mat を cv::UMat で代替したコードで
す。cv::Mat を用いるときと同様にソースコードを記述できることがわかります。

とある環境 6）において、GPUによる処理は平均で33倍になるという実行結果も示
されています。GPUによる並列化は、GPUでの処理に適したソースコードを書かなけ
ればならない点や、環境に合わせてコードを書き換えなければならない点など、「高速
化するのは分かっているけど手を出しにくい…」という処理でした。これまでに示した
通り、T-APIはソースコードレベルでユーザがGPUに最適化した処理などを特に考え
る必要なく、環境に合わせてOpenCVが自動的に並列化を行ってくれる、非常に強力
な概念といえます。

Transparent API1.3.4

5) 画像のエッジを検出する関数。
6) CPU: Intel Core i5-760 2.8GHz, 4コア, TBB, SSE vs. GPU: NVIDIA Tesla C2050
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(a) cv::Matを用いるコード

(b) cv::UMatを用いるコード

図 1.3 T-APIを用いる際のソースコードの変更



1.4 OpenCV 2.Xからの移行に
関する注意点
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本節では、OpenCV 2.XからOpenCV 3.0への移行にあたって、いくつか気を付け
る点について説明します。なお、本節はOpenCV 3.0のチュートリアルのTransition 
guide 7)を参考にしています。

OpenCV 3.0では、ヘッダファイルの構成が変わっています。2.X形式のヘッダ構成
をそのまま使用することもできますが、3.0形式のヘッダ構成を使用することが推奨さ
れています。

　

さらに、OpenCV 1.X系から用いられているC API（接頭辞 cv から始まる関数、接
頭辞 Cv から始まる構造体、接頭辞 CV_ から始まる定数）を使うときには、対応す
るヘッダファイル *_c.h を読み込む必要があります。例としては、opencv2/core/
core_c.h、opencv2/core/types_c.h や opencv2/imgproc/imgproc_c.h などが挙
げられます。

　

OpenCV 3.0においては、ソースコードを隠蔽するためにインタフェースが変更さ
れています。例えばSomeAlgo クラスのインスタンスの生成は、次のいずれかで行い
ます。

ヘッダの構成の変更1.4.1

各種アルゴリズムの利用方法の変更1.4.2

形式のヘッダ構成

形式のヘッダ構成

7）http://docs.opencv.org/master/db/dfa/tutorial_transition_guide.htm
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同じく、ソースコードの隠蔽のため、各アルゴリズムの変数はバーチャル関数を用
いてアクセスする必要があります。例えば、

のようになります。
さらに、initModule_<moduleName>() を削除します。

OpenCV 2.Xにおいては機械学習モジュールの整備が進んでおらず、使いにくいも
のになっておりました。OpenCV 3.0においては、機械学習モジュールはすべて ml 名
前空間に移動し、共通のインタフェースが与えられました。詳しくは7章「機械学習に
よる画像認識」で述べられています。

いくつかのキーポイント検出アルゴリズムは、xfeatures2d 名前空間に移動し、機
械学習モジュールと同じく共通のインタフェースが与えられました。詳しくは2章で
述べられています。

機械学習モジュールの構成変更1.4.3

での方法 その

での方法 その

では、これらの方法はうまくいかない

良い方法

悪い方法

キーポイント検出アルゴリズムの構成変更1.4.4
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OpenCV 2.X からの移行に関する注意点
1.4

T-APIの概念に従い、かつてOpenCV 2.Xで実装されていた ocl 関数はすべて通常
のC++ APIに隠蔽されました。詳しくは12章「OpenCL」で述べられます。

cuda モジュールは構成が変更になりました。gpu 名前空間は削除され、cv::cuda 
名前空間を利用するようになりました。

OpenCL の使用方法の変更1.4.5

CUDA モジュールの構成の変更1.4.6

OpenCVに関する情報は、インターネット上に数多く存在しています。その一例を下記
に挙げます。

公式ポータルサイト　http://opencv.org/　最新情報はまずここをチェック
公式ドキュメント（安定版）　http://docs.opencv.org/3.0.0/　関数リファレンスは
こちら
公式フォーラム　http://answers.opencv.org/　質問コーナー
公式Wiki　http://code.opencv.org/projects/opencv/wiki　OpenCVをハッ
クしたい方はこちら
バグ情報　https://github.com/Itseez/opencv/issues　どうしようもないエラー
で困っている場合はこちら

OpenCVの有益な情報 Column
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これまでに述べたように、OpenCVは画像処理をコンピュータで実現するために非
常に有用なライブラリです。また、OpenCV 3.0にバージョンアップすることで、さら
に機能も向上しています。一方で、OpenCVはバージョンの進化にともなって機能と
ともにハードルも上がり、とっつきにくくなりつつあることは否めません。本書は皆
さんがOpenCV 3.0を使って具体的な問題を解決することを手助けするための本であ
り、本書で想定している読者は、OpenCV 3.0を使ってプログラムを作成したい方す
べてですが、特に下記のような読者を思い浮かべて執筆しています。

・画像系の研究室に配属され、これから研究を始める学生の方
・業務で画像処理の具体的なシステムを作成するエンジニアの方
・画像処理に関するプログラムを趣味で作ってみたい方

本書は次章でのインストールの説明から始まり、OpenCVを用いた具体的な問題解
決の手順について、いくつか例を挙げ説明しています。単なる関数の説明にとどまら
ず、実際にOpenCVをどう使うか?を、画像処理に従事する研究者が解説していきま
す。本書がOpenCV 3.0を用いる際に、皆さんの助けになることを願っています。
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1 2
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
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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）

2017

3.6「プログラミング」

& &

&&

3 4 5

6 7 8



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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