
なんでこの本を買ってくれたのか、ぼくには見当もつかない。

　今は21世紀。そしてこれは「本」だ。本なんて、もう死んだ。テクノロジー本を買

うようなやつなら、そんなこと先刻承知、と思うのが世の相場だ。おまけにアメリ

カ文学の次なる一大傑作小説というわけでもなく、テクノロジー論の本、それもイン

タフェースの本ときている。「退屈＋（買って）後悔」が関の山だ。

　察するに、「過去10年間でもっともシェアされたデザイン系ブログ」に加筆して出

版された本、ということで買ってくれたのではないだろうか。あるいはテキサス州オー

スティンで毎年開催されるイベント「サウス・バイ・サウスウェスト」に2013年に参

加してやらかした講演──ちなみに「本年最高の出来」と評してもらった講演─を

聴いてくれていた人が買ってくれたのかも。それか、ネット上のぼくへのこんなコメ

ントを気にしない人かな。

　「こいつ、道
ピ エ ロ

化師だよ」

　たしかにぼくはネットでこうコメントされることがあるし、実を言うと多分そのと

おりだと自分でも思っている。ピエロ服の水玉模様は大好きだし、こうやって「ベス

第 1 章　はじめに
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トなインタフェースは……」だのなんだの説いて回っているくせに「interface」とい

う単語の「正しい」使い方もできないのだから。

　「interface 」を辞書で調べてみると、「（ドアについているドアノブのような）物と

の間で相互に作用を及ぼし合う」といった語義が載っているけれど、現代の一般的な

用法は「（コンピュータの画面で見かけるボタンやアイコンのような）グラフィカル・

ユーザー・インタフェースの短縮形」として使うというものだ。

　文字どおりに受け取らなくちゃ気のすまない直
リ テ ラ リ ス ト

解主義者の皆さん、ならびに辞書の

編纂にたずさわっていらっしゃるお歴々、どうぞ心のご準備を。この本では、ほぼ例

外なく「グラフィカル・ユーザー・インタフェース」とすべきところを「インタフェース」

としています。あしからず。何でも省略したがる現代の文化に何卒ご理解を。

　でも、ぼく以外の例だって、いくつでも挙げられる。たとえば権威あるテクノロジー

専 門 誌『 MITテ ク ノ ロ ジー・ レ ビュー』に 載 った「A Tale of Two Newspaper 

Interfaces（二紙物語）」というタイトルの記事＊１。もちろんテーマは「（タブロイド

版ならぬ）普通サイズの新聞の中
なか

面
めん

」なんかじゃなく、「新聞２社のウェブサイトのグ

ラフィカル・ユーザー・インタフェース」だ。

　もうひとつ。キリスト教系新宗教団体クリスチャン・サイエンスの創始者メリー・

ベーカー・エディが1908年に創刊した新聞『クリスチャン・サイエンス・モニター』

の記事「（世界最大の動画配信サービス）N
ネットフリックス

etflix、テレビスクリーン向けインタフェー

スを刷新」＊2。テレビのリモコンのインタフェースなんかじゃなくて、N
ネットフリックス

etflixが構築

したソフトウェアベースの新プラットフォームから提供される新しいインタフェース

がテーマだ。

　さらに『ワシントン・ポスト』の「アップルTV 第３世代、インタフェースを一新。

iCloudを介してのメディアアクセスも容易に」＊3 も、ハードウェアのインタフェース

じゃなくてグラフィカル・ユーザー・インタフェースがソフトウェアのアップデート

で一新されました、という記事だ。

　一方、アメリカの住宅リフォーム・生活家電チェーンL
ロ ウ ズ

owe’sは最近、屋外看板で

ドアノブの新製品を宣伝している。でかでかと「インタフェースの大躍進！」なんて

書いてあるのだが、これじゃ当然、意味不明だ。

　言葉の意味だの使い方だのは、こんなとこで十分だろう。とにかくこれは、ある

見解を披露して、それを今すぐ実行しようじゃないかと行動を喚起する本だ。という

のも、過去50年間に大勢の研究者やデザイナーが生み出し、蓄積し、人々の尊敬を集

めてきた発明のひとつ、インタフェースが、破滅への道をたどりつつあるからだ。み

んなを道連れにして。

　ネット上でぼくとぼくのブログ（ The Best Interface Is No Interface）に寄せら

れているコメントをもうひとつ紹介しておこう。

　「タイトルがすべてを物語ってる」

　最初にこの事態に気づいたのは、もちろんぼくなんかじゃない。あとで詳しく書く

けれど、「ユビキタス・コンピューティングの父」、マーク・ワイザーや、ソフト業界

の先駆的カリスマエンジニア、アラン・クーパー、デザインの認知心理学的研究で知

られる認知科学者兼デザイン批評家ドナルド・ノーマンのような先
ビ ジ ョ ナ リ ー

見の明のある思想家

が、ぼくなんかよりはるか前に、とっくにその予兆に勘づいていた。

　今のこの事態というか現象を言い表すのにピッタリな言葉がある。l'amour fou（狂

おしい愛）。あの超有名な天才デザイナー、イブ・サンローランの実像に迫るフラン

スのドキュメンタリー映画のタイトルだ（邦題『イヴ・サンローラン』）。全世界から

崇敬と憧憬と愛慕のこもった熱い視線を惜しみなく注がれる中、われらがグラフィカ

ル・ユーザー・インタフェースはみずから炎上しつつ地獄の業火へと突進していく

─デジタル・インタフェースに対するぼくらの悲劇的な狂おしい愛は、もはや制御

不能に陥った。ぼくらのデジタル・インタフェースへの妄執が、イノベーションの未

来を打ち砕こうとしている。
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いつ、どこでかは定かでない。ともかくぼくたちは恋に落ちた。

　いつなのか、本当にわからない。こういう間柄にありがちな「一目惚れ」だったよ

うな気もする。漫然と、とりとめもなく過ぎていた毎日が突如、絶対服従の熱愛の日々

となり、最新鋭のインタフェース（を備えたアプリ）を追っかける毎日となった。

　そもそものきっかけは、2009年に始まった、あの甘い「愛のささやき」だったのか

もしれない。

　「iPhoneの何がすごいかっていうと、たとえば山の天気が知りたきゃ、そのため

のアプリがあるってこと」＊１

　この甘いささやきが始まった年＊2 に「ス
ダ ウ ン ヒ ル

キーの滑降をやる人はアメリカの全人口の

2.6％しかおらず、しかもその人たちが滑るのもわずか年８回程度」＊3 という全米ス

キー・スノーボード小売業協会の調査結果なんてどうでもいい。あの甘い声を聞いた

が最後、ほかのことなどまるで耳に入らなくなってしまったのだから。恋と理性、す

なわち水と油。

　このコマーシャルの先はまだまだあって、ぼくたちの胸の鼓動はいよいよ激しく

なっていく。「車を停めた正確な場所が知りたければ……」

　つづきぐらい知ってる。なめんなよ。６つの英単語から成る、あの決まり文句じゃ

ないか。Appleのトレードマークの。現代人の科学的創造力に、はからずも限界を作っ

てしまったかもしれない、あの決まり文句。

　There’s an app for that.（そのためのアプリがある）

　世界中で78億だかそこらの人たちが清潔な飲み水さえ確保できずに苦しんでるこ

と＊4 や、富裕国アメリカでホームレスが50万人を超えてること＊5 なんてどうでもい

い。ぼくたちは「ありふれた」社会問題なんか、とうの昔に素通りして、テクノロジー

界─破壊と革新で日々の暮らしを一新することにかけちゃ折り紙つきの実績をあ

げてる分野─の人たちを鞭打ち、世界が真に必要としているもの、つまり「さらな

るモバイルアプリ」を届けさせてきたのだ。

　だがそうやってスマホやタブレット、スマートウォッチ向けに続々と生み出された

のは、（この本のあとのほうで紹介する）つつましくひっそりと、為すべきことをき

ちんきちんとこなしてくれる縁の下の力持ち的理想的なお役立ちアプリではなく、

うわべばかり繕った浅薄なアプリにすぎなかった。その手のアプリが、待ちかねてい

た世界中の人々に、おせっかいでおめでたい「スワイプ」や「２本指ピンチ」を差し出

し、誘い込んだ、という寸法だ。

聖書にもこう書いてある─愛は忍耐強い。愛は情け深い。愛は99セントでダウンロードで

きます。

　どんなのでもいい、新聞や雑誌をひとつ挙げてみてほしい。最新アプリをほめち

ぎる記事だとかコラムだとかがきっとあるはずだ。１面全体を割いてるのだってある

だろう。「オレたちアプリに詳しいんだぜ」と、流行に敏感なところをひけらかした

がる記者連中のせいかもしれない。まあ、スクリーンにタッチしてオキシトシンがどっ

と出て、恋愛ボケの状態でもあったのだろうが。＊6 

　アプリなら種類を問わず、どんなアプリでも必ずどこかで誰かの役に立つ、とい

うわけでもなかろうに。「お願い！ ちょっとでいいから口をつぐんで聞いて！」──

そう言い言いみんなが語り出すのが奇跡のごときアプリ誕生秘話。愛するものの弁

護をせずにはいられないのだ。あたしたちってなんて幸運、こんな傑作アプリを作っ

てくれる人がいたなんて！ その「傑作アプリ」とやらが発するほ
・

の
・

か
・

な
・

光が、Apple

やGoogleのアプリ・カタログへと至る伝説的な闇の道をぼうっと浮かび上がらせる。

　『ニューヨークタイムズ』では、「A
今週のオススメアプリ

pp of the Week」という特集記事や「 A
アプリスマート

pp Smart 

E
エクストラ

xtra」＊7 というコラムを連載していたことがある。たとえば「使えるお天気アプリ」＊8 

──実に胸の高鳴るタイトル。なに、「使えるアプリ」！？　愉悦に満ちた愛のひと

とき！

　そして、あの金融危機のさなかにこの『ニューヨークタイムズ』の「今週のオスス

第 2 章　「まず画面」の思考法

─さあアプリを作ろう！
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メアプリ」で取り上げられたのが、金融情報アプリ「ブルームバーグ」＊9 。選ばれし

理由は「株式市場の基本のデータを提供」するからだとか。なんとまあスバラシイ！

　今これを読んでくれてるキミだって、まずはグラスにワインをついで、ノラ・ジョー

ンズの音楽をかけて、ムーディーな雰囲気をぐっと盛り上げたところで、おもむろに

『USAトゥデイ』の感動的な記事を読み直した、てなことがあるのじゃなかろうか。「あ

なたの人生を変える５つの新顔アプリ」という記事だ＊10 。読み手の心をとろかす甘っ

たるい出だしはこんな調子 ─「アプリ、アプリ、アプリ……まさにわれわれの人

生を一変させる優れもののアプリ」。

　もうこの辺でテレビをつけてCNNニュースでも見よう、アプリ選びのことなんか

忘れちまおう、なんて考えてるそこのキミ！ 考えを改めろ。CNNだってアプリを山

ほど紹介しているぞ＊11 。

大雪で困った？
そのためのアプリがある＊12 。

声で感情分析？
そのためのアプリがある＊13 。

危険区域で身を守る？
そのためのアプリがある＊14 。

リモート・セックス？
そのためのアプリがある＊15 。

トイペが品薄？
そのためのアプリがある＊16 。

お祈りしたい？
そのためのアプリがある＊17 。

極秘情報を送る？
そのためのアプリがある＊18 。

健康に不安が？
そのためのアプリがある＊26 。

大晦日にベビーシッター探し？
そのためのアプリがある＊27 。

スティングのすべて？
そのためのアプリがある＊28 。

あの子の現在位置が知りたい？
そのためのアプリがある＊29 。

司祭になりたい？
そのためのアプリがある＊30 。

眠れない？
そのためのアプリがある＊31 。

結婚式の準備？
そのためのアプリがある＊32 。

過
すぎ

越
こし

の祭り？
そのためのアプリがある＊33 。

心臓発作？
そのためのアプリがある＊34 。

大学選び？
そのためのアプリがある＊35 。

お産？
そのためのアプリがある＊36 。

家の防犯対策？
そのためのアプリがある＊37 。

お金の節約？
そのためのアプリがある＊38 。

FIFAワールドカップ？
そのためのアプリがある＊39 。

晩ごはんのしたく？
そのためのアプリがある＊40 。

ブリトニー・スピアーズ？
そのためのアプリがある＊41 。

コンシェルジュが必要？
そのためのアプリがある＊19 。

健康的な食生活？
そのためのアプリがある＊20 。

司祭や牧師になるのはどんな気分？
そのためのアプリがある＊21 。

私って醜い？
そのためのアプリがある＊22 。

セミクジラの保護に協力？
そのためのアプリがある＊23 。

墓石にQRコード？
そのためのアプリがある＊24 。

移民法違反容疑で逮捕？
そのためのアプリがある＊25 。

「トイレットペーパーを切らしてしまったが、どこも品薄だから、すぐ買える店を見

つけたい」「あの子が今どこにいるか正確に知りたい」「死んだ」。どんな場面であろう

とも、「そのためのアプリがある。TM 」。

　ジャスティン・ビーバー。ワン・ダイレクション。神様─ Googleトレンドによ

れば＊42、なんといっても検索キーワードの人気ダントツ第一位は「a
ア プ リ

pp」なのだそうだ。
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2005 2007 2009 20132011

　大手自動車メーカーも例外ではなく、ほぼ全社、足並みそろえてスマホ向けアプリ

の開発にいそしんでいる。この恋に乗り遅れまいと、みんな躍起になっている。それ

にもう120年以上も前から四輪車のコンセプトばかり手がけてきた業界なのだ、ここ

らでちょっぴり息抜きしたって悪くはなかろう＊43 。そんなこんなで自動車メーカー

が開発した、車のドアのロック解除機能付きのアプリの中には、プレスリリースやブ

ログで絶賛されているものだってある。

「My BMW Remoteアプリがあれば、車のドアのロック解除やエアコンの起動

など、いろいろな操作ができます！」

　「車のドアキーはどうすれば改良できるか」という論点を巧みに避けるやり口だ。

　車のドアのロック解除にはほとんどのアプリが似たような仕組みを採用しているか

ら、このあとの事例紹介では、Appleが「世界で最も先進的なモバイルOSの、最も

先進的な形です」と宣伝している最新のiOSを搭載したiPhoneでMy BMW Remote

を使った場合の「驚異的な」使い心地を見ていこう。

1. 車のところへ行く。

車のところへ行って、ドアを開けたいな、と
思う。

2. スマホを取り出す。

車のドアを開けたい。そこでポケットに手を
入れてスマホを注意深く取り出す（ガラスと
薄～い金属の板でできてるんだから、駐車場
のコンクリになんか落っことしたら一大事
だ）。

アプリ ジャスティン・ビーバー ワン・ダイレクション 神様
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5. 前に使っていたアプリを終了させる。

車のドアを開けたい。そこで手元のスマホを
見ると、前に使っていたアプリがまだ開いた
ままなので、ホームボタンを押してそのアプ
リを終了させる（ここでTwitterのストリー
ムに気を取られないとよいのだが……そうい
や、ロイヤルベビーのお兄ちゃんのほうの最
近の写真、見た？ ちょっとの間にすっげえ
でっかくなったよね！ あ、ごめん、オレ何
やってんだ）。

6. 前に開けてあったグループフォルダを閉じる。

車のドアを開けたい。そこで手元のスマホを
見ると、前に使っていたアプリを入れてある
グループフォルダが開いたままになっている
ので、ホームボタンを押してそれを閉じる。

3. スマホのスリープを解除する。

車のドアを開けたい。そこで手元のスマホを
見て、ほとんど無意識にがっちり握り直し、
ホームボタンを押してスリープを解除する。

4. スマホのロックを解除する。

車のドアを開けたい。そこで手元のスマホを
見て、下にある丸いホームボタンをタッチし
て指紋認証をさせ、ロックを解除する。
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8. 目指すアプリのアイコンをタップする。

車のドアを開けたい。そこで手元のスマホを
見て、車の操作用のアプリのアイコンをタッ
プし起動する。

7. 画面をスワイプして、山ほどあるアプリの
　中から目指すアプリを探す。

車のドアを開けたい。そこで手元のスマホを
見るとホーム画面になっているから、画面を
左へスワイプして、山ほどあるアプリのアイ
コンや、下のちっぽけな文字を頼りに、目指
すアプリを探していく。
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11. ［UNLOCK］ボタンをタップする。

車のドアを開けたい。そこで手元のスマホを
見ると、またまた選択肢がずらりと並んでい
る。リストの一番上のボタンに「LOCK ／ 
UNLOCK」と書いてあるから、それをタッ
プする。

12. スライダーをスライドして
　　ロックを解除する。

車のドアを開けたい。そこで手元のスマホを
見ると、横長のスライダーが表示されていて、
その左端には閉じた南京錠のアイコンが、右
端には開いた南京錠のアイコンがついてい
る。（うわの空の読者がいるといけないから
一応言っておくが）ぼくは車のドアを開けた
いのだから、そのスライダーを右へスライド
させる。

9. アプリが起動するのを待ち、
　起動したらロック解除用とおぼしき
　ボタンやタブを探す。

車のドアを開けたい。そこで手元のスマホを
見ると、北米の美しい地図が表示されている。

10. メニューを見て、
　　試しに［CONTROL］をタップしてみる。

車のドアを開けたい。そこで手元のスマホを
見ると、選択肢がずらりと並んでいる。イチ
かバチか、下のほうにある ［CONTROL］の
タブをタップしてみる。

POSITION CONTROL SETTINGS

PRECONDITION

LOCAL SEARCH

LOCK / UNLOCK

REMOTE HORN

HEADLIGHTS
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13. 手で車のドアを開ける。

ぼくは車のドアを開けたい。そこで手元のス
マホを見ると、「データ転送に成功しました。」
と表示されている。どういう意味かいまいち
はっきりしないが、うまく行ったんだろうと
考える……ワア、天にも昇る心地！　胸がド
キドキしちゃって言葉も出ない……＊44そう、
ドアのロックが解除されたのだ。もう手で車
のドアを開けることができる！

DATA TRANSFER

SUCCESSFUL

待てよ。ステップが13も？ どういうこと？

　ぼくがいて、自分の車のところへ歩いてきた。

　そして目標は車のドアを開けること。

　（複雑なことなんかじゃ全然ない）

1.と13.以外はこのアプリのインタフェースでやらなきゃならない操作ばかり。

 1 . 車のところへ行く。

 2. スマホを取り出す。

 3. スマホのスリープを解除する。

 4. スマホのロックを解除する。

 5. 前に使っていたアプリを終了させる。

 6. 前に使っていたアプリを入れているグループフォルダを閉じる。

 7. 画面をスワイプしながら山ほどあるアプリのアイコンを見て、目指すアプリを探す。

 8. 見つかったアイコンをタップする。

 9. アプリが起動されるのを待ち、開いたらロック解除に関係していそうなボタンやタブを探す。

10. 見当をつけてメニューの中から［CONTROL］を選び、それをタップする。

1 1. 「ロック解除」のボタンをタップする。

12. スライダーを動かしてドアロックを解除する。

13. 実際に車のドアを開ける。 ぼくの目標

ぼく

 1 . 車のところへ行く。

 2. スマホを取り出す。

 3. スマホのスリープを解除する。

 4. スマホのロックを解除する。

 5. 前に使っていたアプリを終了させる。

 6. 前に使っていたアプリを入れているグループフォルダを閉じる。

 7. 画面をスワイプしながら山ほどあるアプリのアイコンを見て、目指すアプリを探す。

 8. 見つかったアイコンをタップする。

 9. アプリが起動されるのを待ち、開いたらロック解除に関係していそうなボタンやタブを探す。

 10. 見当をつけてメニューの中から［CONTROL］を選び、それをタップする。

 1 1. 「ロック解除」のボタンをタップする。

12. スライダーを動かしてドアロックを解除する。

13. 実際に車のドアを開ける。

デジタル機器のインタフェース
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　ぼくには「車のドアを開ける」という目標があって、その目標を達成するために画

面を使わなければならなかったわけだが、おかげでそのための手順がわ
・

ず
・

か
・

13ステッ

プで済んだ。

　愛は盲目。こんなアプリが本当に昔ながらのキーより優れていると言えるのか？ 

じっくり腰をすえ、心を鬼にして考えてみてほしい。答えは「ノー」だよな。

たしかに容易なことじゃない。恋をあきらめるのは。

　代わりにN
ノーインタフェース

oUIの第１原則を応用するとしたら？　つまり「画面をまったく使わず、

今着目している操作なり行為なりを普段自分がどんな風にやっているかを観察、分析

して、その結果をデザインに活かそう」というルールだ。統計学者にして情報デザイ

ンの権威、エドワード・タフティもかつてこう言った─「情報が多すぎてわかりに

くいのは、情報のせいではなくデザインがよくないからだ」＊45 。

　「車のドアを開ける」という行動をとって見ても、グラフィカル・ユーザー・インタ

フェースに関係する項目をごっそり削ってしまえば、残るのは次の２ステップだけだ。

この２つ以外はみんな余計なのだ。

　頭がおかしいんじゃないかって？　でもぼくたちが画面にぞっこん惚れ込んで目が

くらんでしまう10年以上前─13ものステップをこなさなくちゃならないアプリが

公開される10年以上前に、この問題を解決してしまった企業があった。シーメンスだ＊46。

そしてメルセデス・ベンツがその製品を初めて採用した。

　ではシーメンスの解
ソリューション

決法「電子認証システム　キーレスゴー」を紹介しよう。昔な

がらの車のキーに取って代わるクレジットカードサイズの自
ト ラ ン ス ポ ン ダ ー

動応答装置を服のポケッ

トやバッグに入れたドライバーが車に近づいてドアのハンドルを握ると（これは「車

のドアを開ける」という行動の合理的要素のひとつだ）、このトランスポンダーと車

載の電子装置とが通信をし合い、認証コードが正しければすぐにロックが解除される。

それだけ。

　昔ながらの車のキーより優れているか？ 答えは「イエス」。

　だが、ぼくにこんなことを言ったやつがいる─「たのむぜ、おい。愛用のアプリ

なんだ。そのトランスポンダーとやらを車ん中に置いたままロックしちまったら、そ

んときゃアプリが入り用になるんだろ？」。

　愛は盲目。車載の電子装置が常にトランスポンダーのありかを感知するから、トラ

ンスポンダーが車内にあればドアキーはロックされない。トランクはどうかと言うと、

トランスポンダーがトランクの中にあると蓋が閉まりさえしない。つまりトランスポ

ンダーを車の中に置き忘れてロックするような事態はあり得ないのだ。

　シーメンスはデザインの文
コンテクスト

脈を見直して、「デジタル画面」から「いつもの手順」に

枠組みを替えることによって、驚くほど直感的でスタイリッシュな「スマートエント

リー」機能を編み出し、これがメルセデス・ベンツに採用されたというわけだ（この

機能って、なんか聞いたような気がするんだけど、うちの車、ベンツじゃないし……

と思ったそこのアナタ、それは今や「スマートエントリー」の機能を採用する自動車

メーカーが増えているからです）。

　こんなシーメンスのシステムだが、昔ながらの車のキーより優れていると言えるか？

　当たり前だ。「いつもの手順」を再現するというのはつまり、ぼくたちが普段やっ

ているとおりにできるということなのだ。デジタル画面のインタフェースを使わない

というのはつまり、どのみち使う必要なんかない画面を使う方法を覚えなければな

らなかったり、実際に使ったり、トラブルを解決したりする無益な時間を省けるとい

うことなのだ。日常の雑事にまつわるデザインではとくに効果的な、優れたデザイ

ン思考なのだ。

そしてこれこそがこの本のテーマ、「The Best Interface is No Interface」なのだ。

　これは、画面のことで頭がいっぱいになっている今の世の中を見直そうという本だ。

どうしてそんなことになったのか、なんでまだそんな状態から抜け出せずにいるのか、

今のこの悲惨な風潮がなんでそんなに悲惨なのか、（画面を卒業し低俗なアプリとの

恋愛沙汰に終止符を打とうとしている人も一部にはいて）そのような動きがどういう

具合に起きているのか、そんなことをまとめてみた。

　なおかつこれはガミガミ文句をつけるだけの本ではない。起業家やデザイナー、エ

ンジニア、ガジェットマニア、テクノロジーファンが画面やインタフェースとお別れ

 1 . ドライバーが自分の車のところへ行く。

 2. 車のドアを開ける。

ベ ス ト な イ ン タ フ ェ ー ス は ノ ー ・ イ ン タ フ ェ ー ス
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するのに役立ちそうなアイディアをいろいろ盛り込んだし、テクノロジーの未来につ

いての新しい視点も提案したし、お天気アプリなんかよりよっぽど魅力的な相手と恋

に落ちるコツも紹介した。

　テーマや事例には、ごく身近な問題や話題を選んだ。ぼくはときに頭でっかちにな

りがちで、その意味で筆が滑りがちだけれど、そもそもこの本は教科書なんかとは

ちがう。仲間と飲み屋で一杯やりつつ、イカす技術を実用化するシンプルな手法に

ついて語り合うみたいな感覚で書いた本なのだ。

カンパイ！
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