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はじめに

2000 年代半ばから急速に普及した CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）は、HTML や CSS など

の専用言語を習得せずにウェブサイト（ホームページ）を更新できるツールとして、すっかりウェブ制作に

欠かせない存在になりました。いまやウェブデザイナーの必須スキルとも言われるほどです。中でも、プ

ログラムソースが公開されているオープンソース CMS の多くは無償で利用することができ、ライセンス

料の発生する CMS に比べ導入しやすく、CMS の普及に拍車をかけました。

2014 年、CMS は新しい時代を迎えようとしています。ウェブブラウザの進化や、個人や企業でウェブ

サイトを持つことが一般化したことに伴い、実際のウェブページを、まさにそのまま触って変更できる直

感的なインターフェースで、手軽にウェブサイトを作成できるサービスやソフトウェアが次々に生まれて

います。HTML の知識が不要という以上に、シンプルで、スピーディーに、ウェブページを編集できること

が当たり前の世界が訪れています。

本書はそんなオープンソース CMS のひとつ、アメリカ生まれの「concrete5（コンクリートファイブ）」

にまつわる知識を網羅した初の日本語解説書として企画されました。

concrete5 は近年シェアを伸ばしている、ウェブサイトを見たまま編集できる直感的な操作方法を持つ

新世代の CMS です。また、使いやすいだけでなく、機能拡張やカスタマイズが容易で、ウェブ制作のプロ

からも強く支持されています。もちろん、専門知識なしの入門者でも、デザインテーマや追加機能をイン

ストールしながら、プログラミングなしに本格的なウェブサイトを作成することができます。

本書が制作のオプションを増やしたいウェブデザイナー、自社のウェブサイトをもっと効率的に、自由

に管理したいウェブ担当者、そして自分のウェブサイトを自分で運営したい全ての方の一助となることを

願っています。

 2014 年 2 月

 concrete5 日本ユーザーグループ　  菱川 拓郎
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本書の構成について

本書は、concrete5 を使用するすべての方を対象にした「使い方編」、主にウェブ制作に携わるデザイナーやマークアップ

エンジニアの方を対象とした「カスタマイズ編」、concrete5 でサイトを運用したい方を対象とした「運用編」、プログラマー

の方を対象とした「開発編」から構成されています。

Chapter01 〜 03 は「使い方編」として、編集モードや管理画面の使い方をまとめています。

Chapter04 は「カスタマイズ編」として、「テーマ」の作り方と、各ブロックの見た目をカスタマイズできる「テンプレート」

のしくみについて解説します。テーマの作成がとても簡単なことに驚かれるでしょう。

Chapter05 は「運用編」として、権限設定や各種設定の変更方法、表示の高速化について解説します。

Chapter06 は「開発編」として、concrete5 のアーキテクチャの紹介やパッケージの作成方法などについて解説します。
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Chapter01　concrete5 の基本

concrete5 の特長や歴史などの概要をご紹介します。また、本書を読み進めるために、レン

タルサーバーやローカルに concrete5 をインストールする方法について解説します。
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concrete5（コンクリートファイブ）とは、誰でも無償で利用できるオープンソースのコンテンツ管理システム

（CMS）です。CMSとは「Content Management System」の略で、ウェブコンテンツを構成するテキストや

画像などを統合的に管理し、ウェブサイトを作成・運営するためのシステムです。

○01-01-01　concrete5へようこそ！

CMS には様々なタイプがありますが、concrete5 はウェブサーバー上にインストールして動作し、ウェブブラウ

ザから操作を行うサーバーインストール型の CMS です※ 1。また、オープンソースソフトウェアとしてプログラムコー

ドが公開されています。ソースが公開されているので、誰でも concrete5 の動作を研究し、カスタマイズして自分の

好きな機能を追加したり、concrete5 自体の機能を変更したりすることができます。

concrete5 はそんな CMS の中でも、特に魅力的な CMS です！　日本では、日本語情報の豊富さなどから、CMS と

して同じくオープンソースソフトウェアでサーバーインストール型の WordPress がよく使われる傾向にあります。

それに比較して concrete5 は日本語情報が少ないなか、編集の自由度の高さと使いやすさ、デザインカスタマイズの

容易さ、機能拡張の柔軟さなどが注目され、ユーザー数を伸ばし続けています。このことは concrete5 のとっつきや

すさを表していると思います。また、かゆいところに手が届く高機能さで、知れば知るほど手放せなくなります！

concrete5 はアメリカ生まれの英語のアプリケーションですが、有志メンバーによるプロジェクトチームが日本語

化作業を行っています。その日本語プロジェクトチームには徐々に「日本語の書籍は出さないのか？」という声が届

くようになりました。そうした日本のユーザーからの期待の高まりにお答えするべく、concrete5 日本語プロジェ

クトチームメンバーを中心に本書の企画がスタートしました。

concrete5 の CMS としての最大の特徴は、「見たまま編集」できる分かりやすい編集方法です。多くの CMS では、

コンテンツを入力する入力画面と実際に表示されるページが分かれていて、入力中に実際にどのようにウェブページ

としてできあがるのかが分かりにくい問題がありました。この問題を入力画面からすぐに実際の出力を確認できる

「プレビュー機能」として解決している CMS もありますが、concrete5 ではコンテンツの編集と実際の表示の確認を

同じ画面で行うことができます。

※ 1  CMS には他にも、Web サーバー上で動作しながら HTML ファイルを出力し配信は行わないものや、クラウド上で動作し Web サーバーの準備も不要なも
のもある。

01-01　concrete5とは？
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図 01-01-001 ■ concrete5 の編集モード

concrete5 で構築されたウェブサイトの管理者は、まず編集したいページにアクセスし、ページを「編集モード」に

変更します。すると、ウェブページ内の各部がクリックできるようになり、クリックすると直接その部分を編集する

ことができるようになります（図 01-01-001）。

ページ内のパーツの追加もクリックで行うことができ、パーツの並び替えもドラッグ＆ドロップで行うことができ

ます。このことで、HTML や CSS の知識が全くない方でも、直感的にウェブページを作成していくことができます。

また、CMS は用途に応じて様々な製品が存在します。たとえば、ブログもテキストや画像をシステムから入力し

Web コンテンツとして公開することができますので、CMS の一種と言えます。また、ショッピングサイトを作るこ

とができるシステムもまたCMSの一種です。concrete5はこれらの特定の用途のためのシステムではなく、様々なウェ

ブサイトを構築することができる「汎用 CMS」として設計されています。実際に様々なウェブサイトが concrete5 で

構築されています。
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○01-01-02　concrete5で構築できるウェブサイト

以下のようなサイトを、concrete5 で構築することができます。

・ニュースサイト、オンラインマガジン

・企業のコーポレートサイト

・政府・行政系情報サイト

・スモール・ビジネスのための小規模サイト

・非営利組織のウェブサイト

○01-01-03　concrete5の主な機能

concrete5 にどのような機能が用意されているのか、その主なものを挙げてみます。

・公開承認機能

・ページごと、機能ごとなど詳細な権限設定

・期間指定公開機能

・ページ単位の完全な世代管理・ロールバック機能

・ワークフロー通知

・サイトマップでのページ管理

・アクセス数統計機能

・WYSIWYG エディターでの編集

・サイト内検索

・モバイル対応

・RSS 出力

公式サイトからは、さらにたくさんの機能をアドオンとして入手・インストールすることができます。

・会員制のコミュニティサイト

・スポーツチームのウェブサイト

・学校、大学のウェブサイト

・イントラサイト

・その他、想像の赴くままに！

・ブログ

・問い合わせフォーム

・アンケート / ゲストブック

・会員制サイト機能

・新着情報自動生成

・ナビゲーション自動生成

・テーマのインストール / 切り替え

・ファイルマネージャー

・バックアップ＆リストア

・多言語サイト構築

・管理画面のユーザーごとの言語選択
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○01-01-04　concrete5は優れたウェブサイト構築ツール

concrete5 では、ウェブサイトの更新が簡単に行えることは紹介しました。標準機能のみで、誰でもウェブ制作の

知識やスキルなしにウェブサイトを作り上げてしまうことができます。

それでは、concrete5は初心者向けに特化したCMSなのでしょうか？　実は、concrete5はウェブ制作のプロフェッ

ショナルにこそ使いこなしてほしい CMS なのです。それこそが、本書が企画されたもうひとつの理由です。

図 01-01-002 ■「フォーム」ブロックconcrete5 では、ウェブページの中を「ブロック」という単

位で管理します。

ブロックには、たとえばエディタを使ってテキストや画像

を入力・編集できる「記事」ブロックや、問い合わせフォーム

を設置できる「フォーム」ブロック、ウェブサイト内のナビ

ゲーションを出力できる「オートナビ」ブロックなどがあり

ます。これらのブロックはコンテンツを編集するユーザーが

マウス操作で配置することができますが、これはデザイン・

コンテンツ・機能がそれぞれ分かれているからこそ可能にな

ります。デザイナーはページ内にどのような機能が入るかに

とらわれずデザインを作成することができ、プログラマーは

デザインやコンテンツにとらわれずに機能を開発すること

ができ、編集者はデザインや機能に制限されず自由にコンテ

ンツをレイアウトしていくことができます。

○01-01-05　「オープンソース」の意味

concrete5 はオープンソースソフトウェアで、MIT ライセンスでソースコードが公開されています。あらゆる機

能を無償で利用できるだけでなく、concrete5 を解析しカスタマイズを行うことができます※ 2。もちろん商用利用

も可能です。実際、あらゆる利用方法が可能です。concrete5 自体には「有償版」はありませんし、もちろん無償版だ

けの制限などもありません。

ただし、公式サイト（www.concrete5.org）のコミュニティから入手できるテーマ（デザイン）やアドオン（追加機能）

は、有償のものもあり、それぞれにライセンスが異なります。公式サイトにはウェブサイトに役立つ機能やデザイン、

ちょっとしたパーツがたくさん登録されていて、concrete5 サイトからすぐに入手して利用することができます。

※ 2  オープンソースではない CMS ではカスタマイズが制限されていたり、そもそもできない場合もある。
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○01-01-06　concrete5の歴史

実際に concrete5 の中身について学ぶ前に、concrete5 の歴史についても紹介しましょう。

concrete5 は、もともとは Concrete CMS という名前で 2003 年に開発されました。開発したのはアメリカ・オレ

ゴン州に住むフランツ・マルナとアンドリュー・アンブラーの二人。広告代理店から依頼された CMS の条件は、サイ

トの運用者が90人以上。ほとんどはウェブの知識がありません。しかもプロジェクト期間はたった3ヶ月。そのため、

新しい CMS のコンセプトは次の 3 つになりました。

・ かんたんに使えること。なにせ、サイト更新者へのトレーニングを行う時間がありません。

・ 柔軟性があること。広告代理店からの要求に妥協はなく、「その機能は無理です」という言い訳は通用しませんで

した。

・ 強固であること。サイトは全米コマーシャルで宣伝され、秒間 1 万アクセスが見込まれていました。新しい CMS は

それだけのアクセスに耐える必要がありました。

その後も様々なプロジェクトで使用されアップデートを繰り返した Concrete CMS は、2008 年にオープンソー

ス化という転機を迎えます。世界に公開することで、より多くの人にこのすばらしい CMS を使ってもらうため、5 年

間の歴史を活かしつつインターフェースは全てデザインし直され、ライセンスには最も制限の少ないオープンソース

ライセンスのひとつ、MIT ライセンスが選ばれ、名前も concrete5 と改められました。

2008 年 6 月に公開された concrete5 はすぐに注目を集め、その年の 8 月にはオープンソースプロジェクトをホス

トする SourceForge.net の月間最優秀プロジェクトに選ばれました。

左・Franz Maruna 氏（CEO, Concrete CMS, inc.）
中・Andrew Embler 氏（CTO, Concrete CMS, Inc.）
右・Katz Ueno（concrete5 日本ユーザーグループ リーダー）

図 01-01-003
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オープンソースとなった concrete5 は日本でもすぐに注目され、翌年の 2009 年には Usagi Project による日本語

版の提供が開始されました。それ以来、concrete5 の管理画面の翻訳と日本語で使用する際のバグ改修は、現在も有

志の手によってボランティアで行われています。concrete5 の翻訳作業やプログラムの改修には、どなたでも参加す

ることができます。詳しくは日本語公式サイト（concrete5-japan.org）をご覧ください。

日本および世界における concrete5 の導入事例を紹介します。

Tips01-01-001 ■ concrete5 の事例

●日本国内の事例

・JTB グローバルマーケティング＆トラベル

　http://www.jtbgmt.com/

・FUSION IP-Phone SMART

　http://ip-phone-smart.jp/

・とるナビ｜バンプレスト公式 プライズ情報サイト

　http://www.prizebp.jp/

・東京基督教大学

　http://www.tci.ac.jp/

・ひょうご環境創造協会

　http://www.eco-hyogo.jp/

・篠栗町社会福祉協議会

　http://www.sasaguri-shakyo.or.jp/

・筑波学院大学

　http://www.tsukuba-g.ac.jp/

・グリーンツダボクシングクラブ

　http://green-tsuda.com/

・Pepe Romero ウクレレ販売

　http://www.pepeukulele.jp/

・「スマイル松山」プロジェクト

　http://smile-matsuyama.com/

・芦屋市立あしや市民活動センター

　http://ashiyanpo.jp/

・車いすランナー伊藤智也公式ホームページ

　http://ito-tomoya.com/

・伊勢のゲストハウス風見荘

　http://ise-guesthouse.com/

●世界の事例

・ケンブリッジ大学出版局

　http://www.cambridge.org/

・MINI

　http://www.mini.co.uk/

・Red Bull BC One

　http://www.redbullbcone.com/

・バンクーバー水族館

　http://www.vanaqua.org/

・スイス連邦政府が運営する情報ポータル 

　https://www.ch.ch/

・フィリピン航空

　http://www1.philippineairlines.com/
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concrete5はウェブサーバー上にインストールして使用するソフトウェアで、動作にPHPとMySQL が必要

です。concrete5 を動作させるためには、サーバーが使用条件を満たしている必要があります。使用条件は

concrete5のバージョンにより変化しますので、concrete5日本語公式サイトの使用条件のページ（http://

concrete5-japan.org/about/requirement/）を確認するようにしてください。

concrete5をインストールしてみましょう。ここでは株式会社paperboy&co.が提供するロリポップレンタルサー

バー、ロリポプランを例にインストール方法を紹介します。使用条件を満たせばどんなサーバーでも動作します。公

式サイトの「ホスティング会社別インストールガイド（http://concrete5-japan.org/help/install/hosting/）」も

ご参照ください。

○01-02-01　MySQLデータベースの作成

concrete5 のサイト名、 ページ内 容などは  MySQL というデータベースの中に保 存します。そのために、

concrete5 をインストールする前に、各ホスティング会社のコントロールパネル等で MySQL のデータベースを作成

する必要があります。レンタルサーバー会社によってデータベース作成方法が違いますので、各社のマニュアルを見

るかサポートにお問い合わせください。

01-02　concrete5のインストール

データベースのテーブルの文字セット（接続照合順序）は「utf8_general_ci」を推奨します。

Tips01-02-001 ■データベースの文字セット

●ユーザー管理画面にログイン

管理画面にログインします。

図 01-02-001
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図 01-02-002

●データベース管理画面へ

管理画面左のメニューから「WEB ツール」→「データベース」を選択します。

●データベース作成

　「データベース作成」ボタンを押します。

図 01-02-003

● MySQL情報を入力

使用したいサーバーを選択、データベースの名前を決め、パスワードを設定します。

ロリポップの場合、MySQL のサーバーと、データベース名の一部、そしてパスワードを自由に決めることができま

す。MySQL 情報は重要な情報となりますので、わかりにくい名前とパスワードにしましょう。

必要な情報を入力して「作成」を押します。
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図 01-02-004

●データベース作成の承諾

　「OK」を押して MySQL データベース作成を実行します。

図 01-02-005

●MySQLデータベース情報のメモ

ここで、以下の情報を書き留めておいてください。

 ・MySQL データベース・サーバーのアドレス

 ・MySQL データベースの名前

 ・MySQL データベースの接続用ユーザー名

 ・MySQL データベースの接続用パスワード

これで MySQL をインストールする準備ができました。
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データベースを作成した後に、「 phpMyAdmin」にログインしてください。

左のインストール先のデータベースを選択したあと、右側のメニュータブの「操作 (Operations)」というタブをク

リックしてください（ホスティングによっては日本語になっています）。

図 01-02-008 のような画面が出てきます。「Collation（接続照合順序）」が「utf8_general_ci」になっていること

を確認してください。「Collation(接続照合順序)」が「utf8_general_ci」でない場合は、Collation（照合順序）のメニュー

から、utf8_general_ci を選択し、「Go（実行する）」をクリックします。データベースが concrete5 を使うために必

要な文字コードに設定されます。

図 01-02-006 図 01-02-007 ■ phpMyAdmin ログイン画面

concrete5 のデータベースの文字コードは必ず UTF-8 である必要があります。

Tips01-02-002 ■文字コードを確認する

図 01-02-008 ■ phpMyAdmin で照合順序を確認
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○01-02-02　PHP.iniの設定

concrete5 は PHP と呼ばれるプログラミング言語で開発されていますが、その PHP を動かすための設定ファイル

である php.ini を確認する必要があります。

●左メニューから「管理画面」-「WEBツール」-「PHP設定」を選択（図 01-02-009）

●PHPのバージョンを設定

PHP のバージョンを 5.3 以上に設定します。ロリポップでは 2013 年 12 月現在、5.4 をサポートしていますので 5.4

を選択します。

　「すべてのドメイン」から→「5.4」を選択→「変更」ボタンを押して、PHP のバージョンを設定します（図 01-02-

010）。

図 01-02-009
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図 01-02-010

● PHP.iniの設定

　「すべてのドメイン」→「設定変更へ」をクリックして、次の部分を変更します。

　 ・mbstring.language = neutral

　 ・mbstring.internal_encoding = UTF-8

　 ・default_charset = UTF-8

PHP のバージョンが 5.2 や 5.3 の方は、「Safe Mode」という選択肢も出てきます。セーフモードはオフでしか動作

しませんので、「Off 」に設定してください。

選択が終わったら「PHP を設定する」をクリックして、設定を保存します。

これで、concrete5 をインストールする準備ができました。

○01-02-03　concrete5をダウンロード&アップロード

concrete5 のダウンロードおよびアップロードは次のように行います。

● 最新バージョンの concrete5をダウンロード

concrete5 日本語公式サイトより最新バージョンの concrete5 をダウンロードします。

http://concrete5-japan.org/download/
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● ZIPファイルを解凍し、中身をサーバーにアップロード

ロリポップでは、デフォルトの状態では、一番上のフォルダにアップロードします。

独自ドメイン設定で、下層フォルダを設定している方はアップロード先に気をつけてください。

○01-02-04　concrete5のインストール

先ほどアップロードした先のURLにアクセスします。まず、言語の設定を行います。「Japanese」を選択し「Choose 

Language」ボタンを押してください（図 01-02-012）。

図 01-02-011

図 01-02-012

concrete5 を インストールすることができるかのチェックを行います。問題がなければ、「インストールを続ける」

をクリックしてください（図 01-02-013）。

ここで、問題が発生し、解決策が見つからなかった場合、日本語公式サイトのユーザーフォーラムにお気軽に質問

してください。使用しているレンタルサーバーや、エラーの種類、それまでに行ってきた設定方法を教えてくださる

と解決策が見つかるかもしれません。



01501-02　concrete5 のインストール

次の画面で、concrete5 のインストールに必要な情報を入力します。

図 01-02-013

図 01-02-014
「サイト情報」

「サイト名を入力」：サイト名を任意で入力

「管理者情報」

管理者アカウント「admin」用のメールア

ドレスとパスワードとなります。

「データベース情報」

さきほど設定したMySQLの情報を入力し

てください。

「サンプルコンテンツ」

インストール時にサンプルコンテンツをイ

ンストールするか否かを設定します。通常

は「ブログ付きサンプルコンテンツ」を選

んでください。

すべての情報を入力し「concrete5 をイ

ンストール」をクリックすると、インストー

ルが開始されます。
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図 01-02-015

図 01-02-016

「concrete5 へようこそ。」という画面が無事表示されたら、インストールは完了です。お疲れさまでした。

○01-02-05　日本語公式サイト

ロリポップを利用したインストール方法は一例です。

concrete5 日本語公式サイトでは、ロリポップ以外のレンタルサーバーへのインストール、アップグレード方法な

どの解説も提供しています。詳しくは公式サイトの「インストール・アップグレード（http://concrete5-japan.org/

help/install/）のページをご参照ください。

concrete5 では、インストール時の管理者のユーザー ID が admin となっています。セキュリティー対策のために、ユーザー ID を admin 以外の ID に

変更することをおすすめします。

「管理画面」→「メンバー」-「ユーザー検索」より、admin をクリックして、「ユーザーを編集」をクリック。

ユーザー ID を自分の好きな ID に変更し「ユーザーを更新」を押して、変更しましょう。

Tips01-02-003 ■セキュリティー対策

イ ン ス ト ー ル が 完 了 す る と、 す で に

「admin」というユーザー名でログインした状

態となっています。「サイトを開く」をクリッ

クしてください。
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ここでは、MacOSマシンのローカルにウェブサーバーを作ることができる「MAMP」というソフトウェアを使っ

て、MacOS 上にconcrete5をインストールする方法を紹介します。

いきなりウェブサーバーに concrete5 をインストールするのではなくローカルマシンにインストールするこ

とで、サーバーのレンタル費用をかけずにconcrete5を試してみることができます。

○01-03-01　MAMPのインストール

 MAMP は公式サイト（http://www.mamp.info/en/index.html）からダウンロードできます。執筆時点ではバー

ジョン 2.2 が利用できます。

01-03　MAMPを使ってMacにインストール

図 01-03-001
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図 01-03-002

図 01-03-003

MAMP を起動するとコントロールパネルが表示されます。

  「スタートページを開く」ボタンをクリックすると、ブラウザで MAMP のスタートページが開きます。スタートペー

ジには、MySQL データベースのホスト、ユーザー名、パスワード等の接続情報が表示されています。

スタートページ上部メニューの「phpMyAdmin」をクリックし、phpMyAdmin（データベース管理ツール）を開

きましょう。phpMyAdmin で concrete5 のデータを格納するデータベースを作成します。



01901-03　MAMP を使って Mac にインストール

　「新規データベースを作成する」欄にデータベース名を入力します。データベース名は半角英数字で入力してくだ

さい。

次に「MySQL 接続の照合順序」で「utf8_general_ci」を選択し、「作成」ボタンをクリックします。

以上で、データベースの作成が完了します。

図 01-03-004

図 01-03-005
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UE4におけるゲーム制作で
必須の知識と経験が身につく!

『Unreal Engine 4で極めるゲーム開発』は、Unreal 
Engine 4（UE4）の機能を単に紹介するだけでなく、一本
のサンプルゲーム開発に順序よく盛り付けていく構成にな
っており、機能の組み合わせ方や、実践的な使い方をラー
ニングできます。3Dゲーム開発の一般的なワークフローや
プロセスも解説し、章の構成も実際の開発プロセスに近
づけました。今使っている人にも、これから始める人にも、
すべてのUE4ユーザーにオススメの一冊！

Unreal Engine 4で
極めるゲーム開発

ボーンデジタル
湊和久（著者）
592ページ
価格：4,860 円（PDF）

開発
ツール

推奨職種を併記。アーティストやレベルデザイナ
など専門ごとに読むべき章がわかる

副業? 独立? それとも?
ITエンジニアの人生設計の決定版!
組織を束ねるマネジャーになるか、現場のスペシャリストで
あり続けるか。自分の技術を活かして独立するか、副業を
考えるか……。意外に悩ましいITエンジニアの人生設計。
会社に依存しない、転職や独立も射程に入れた「マインド
セット」の持ち方から、お金、営業戦略、顧客対応術、ビ
ジネスモデルの構築といった「ビジネスロジック」まで。求
人情報ポータルサイト「@SOHO」の開発者が、自身の知
見と経験から得たノウハウを教えます。

ITエンジニアのための
「人生戦略」の教科書
技術を武器に、充実した人生を送るための
「ビジネス」と「マインドセット」

マイナビ出版
平城寿（著者）　256 ページ
価格：2,462 円（PDF・EPUB）

開発系
読み物

ITエンジニアがどのように

人生を描き切り開いていけるか、

著者の実体験をもとに解説

トピックスごとにオンラインの
公式サイトで質問コーナーを
用意。疑問に答えてくれる

プログラムやスクリプトの

勉強をしたことがない人でも

読み進められる



Dockerが利用される
現場のノウハウが凝縮 !
開発
ツール

チーム改善に活かすITIL
悩めるリーダーにオススメ
開発系
読み物

ワークフローを疑似体験 !
GitHubが初歩からわかる

開発
ツール

インフラエンジニアの
必須知識をていねいに解説

エミュレータ制作を通して
コンピュータの中身を理解
開発系
読み物

プロトタイピングによって
初期段階での可能性を探る

開発系
読み物

Docker 実践ガイド
Docker が利用される環境や背景をはじめ、導入
前 のシステム 設 計、基 本 的な 利 用 方 法、
Dockerfile による自動化の手法、プロセッサ、ネッ
トワーク、ストレージなどの資源管理、管理・監
視ツールについて解説します。

インプレス
古賀政純（著者）

328 ページ　価格：3,240 円（PDF）

新米主任 ITIL使ってチーム改善します !
化粧品メーカーで主任に昇格した友原京子。異動
先は問題だらけのハチャメチャ部署だった…。『新
人ガール ITIL 使って業務プロセス改善します !』
の第 2 弾。英国生まれの IT 運用ノウハウ
「ITIL」をチーム改善に活かします。

シーアンドアール研究所
沢渡あまね（著者）

304 ページ　価格：1,750 円（PDF）

Web 制作者のためのGitHub の教科書
チームの効率を最大化する

共同開発ツール
Web 制作における「GitHub」の使い方が、実
際のワークフローをイメージしながら理解できま
す。「そもそもどんなサービスなの ?」「どういうと
きにどの機能を使えばいいの ?」といった初歩の
疑問から解説します。

インプレス
塩谷啓・紫竹佑騎・原一成・平木聡（著者）

224 ページ　価格：2,052 円（PDF）

インフラエンジニアの教科書2
スキルアップに効く技術と知識

数年間インフラエンジニアの経験を積んでいても
「自分は詳しく知らないし、他の人に説明できない」
といったことがあります。本書は実務経験を積ん
だインフラエンジニアを対象に、必須知識をわか
りやすく解説します。

シーアンドアール研究所
佐野裕（著者）　価格：2,070 円（PDF・EPUB）

自作エミュレータで学ぶ
x86アーキテクチャ

コンピュータが動く仕組みを徹底理解！

機械語やアセンブリ言語が CPU でどう実行され
るか意識することはめったにありません。本書で
はエミュレータの制作を通して x86 CPU の仕組
み、メモリ・キーボード・ディスプレイといった
部品とCPUの関わりを学びます。

マイナビ出版　内田公太・上川大介（著者）　196 ページ
価格：2,324 円（PDF）

プロトタイピング実践ガイド
スマホアプリの効率的なデザイン手法
本書で解説するプロトタイピングは、紙などを使っ
た「低精度プロトタイピング」を中心とした手法
です。設計フェーズの早期段階から作成し、検証
と改善によって、機能要件や UI 設計、デザイン
を具現化していけます。

インプレス
深津貴之・荻野博章（著者）

240 ページ　価格：2,592 円（PDF）
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