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AI・データ分析プロジェク

トのすべて[ビジネス力×技

術力=価値創出]

技術のための技術 9784297117580 技術評論社

データ分析だけでなく、データ分析プロジェクトに付随するさまざまな業

務においてデータサイエンティストが考えなければならないことがまと

まった一冊。これからデータサイエンティストを目指す方が最初に読むべ

き本と言えるでしょう。

AIエンジニアのための機械

学習システムデザインパ

ターン

技術のための技術 9784798169446 翔泳社

機械学習システムのデザインパターンがまとまった一冊。典型的な問題に

ついてしっかりカバーされており、解決したい課題と実装例が分かりやす

くまとまっているため、具体的なシステムを構築する際には非常に参考に

なります。

DX経営図鑑 技術のための技術 9784757436787 アルク

テーマごとにさまざまな企業のDXの事例を紹介しつつ、その裏にある背

景やロジックについて分析した一冊です。非常にわかりやすく書かれてお

り、参考になる内容も豊富です。

DX戦略立案書 技術のための技術 9784561267461 白桃書房

DXを進めるうえでの基本的な考え方がしっかりまとまった教科書。小手

先の改善ではなく、戦略レベルでビジネスを見直す必要性が解説されてい

ます。豊富な事例が紹介されており、具体的なアクションを考える際に参

考になる内容が盛りだくさんです。

Lean Analytics ―スタート

アップのためのデータ解析

と活用法

技術のための技術 9784873117119 オライリー

データ分析の結果をどう生かせばよいのかについて実践的な視点から書か

れた一冊です。実際のビジネスでどのような指標に着目すれば良いのか、

またその分析をどのように進めていけば良いのかについて、豊富な実例を

元に論じられており、データ分析の価値について理解できます。

あなたを支配し、社会を破

壊する、AI・ビッグデータ

の罠

技術のための技術 9784772695602
インターシフ

ト

データの活用はパワフルに世界を変えていく力を秘めていますが、同時に

使い方を間違えると個人や社会にとって不利益を生じることが良くありま

す。技術を用いる当事者として是非どのような問題が生じうるのか、そし

てそれをどう社会と調和させていくのかを考えるきっかけになる一冊で

す。

データ分析人材になる。 目

指すは「ビジネストランス

レーター」

技術のための技術 9784296107636 日経BP

ビジネスの実務でデータ分析を行う際に、知っておかなければならない知

識がまとまった好著。表紙には「文系」の文字も躍りますが、技術が良く

分かっている人にこそ読んでほしい一冊。分析技術によって可能なことと

顧客に対して価値を提供することのギャップ、またそれをどう解決するか

が学べます。

トリガー 人を動かす行動経

済学26の切り口
技術のための技術 9784781619286

イーストプレ

ス

新しいプロダクトは何らかの形で人の行動を変えてもらうわけですが、想

定したように動いてくれないのが人というものです。本書は行動経済学の

観点から、具体的な事例を紹介しつつ、どのようにサービスやシステムを

設計すればよいのかを考えるヒントを与えてくれる一冊になっています。

現代社会において私たちの生活・ビジネスのあらゆるシーンに浸透するAI・データ分析技術。ベストセラー『デ－タ分析のための数理モデル入門』

『分析者のためのデ－タ解釈学入門』著者江崎貴裕先生が選ぶ技術の現在と未来を俯瞰する書籍フェアをお届けします！

～江崎先生よりフェアをご覧になる皆さんへ～

新しい技術が目まぐるしく世の中を変えていく中で、技術そのものを理解していることはもちろん重要ですが、それをどう使うか、何に使うかを考え

られる能力がますます求められるようになってきました。今回のフェアではそうした「実際に技術を応用する際に参考になる」書籍を、大きく三つの

カテゴリに分けてピックアップさせて頂きました。

「技術のための技術」カテゴリでは、技術と現実世界の境界でどのような問題が発生するのか、

それをどう乗り越えればいいのかについて参考になる書籍を選出しました。

「現在のホットトピック」カテゴリでは、現在さまざまな分野で行われている新しい取り組みについて、

前提知識を必要としないで学べる書籍を選出しました。

「未来を創る」カテゴリでは、技術によって世界がどう変わるのか、

どう変えていくべきなのかを考える際にヒントになる書籍を選出しました。

これらの書籍で得た知識が、皆様のこれからの活動において、何らかの形で役立つこと心より祈っています。



なぜ、DXは失敗するのか?:

「破壊的な変革」を成功に

導く5段階モデル

技術のための技術 9784492396599
東洋経済新報

社

企業がDXを推進するにあたり、障害となる点について、豊富な事例をも

とに整理した一冊。具体的なアクションについても示唆が多く、実際に状

況に応じてどういう考え方に基づいて何をすればいいのかについて参考に

なる内容です。

測りすぎ――なぜパフォー

マンス評価は失敗するのか?
技術のための技術 9784622087939 みすず書房

指標による評価、改善はビジネスや政策の基本となっていますが、単純な

指標による管理はことごとく失敗します。なぜ、そのようなことが起きて

しまうのか、またどういった点に気を付ければ良いのかについて参考にな

る一冊です。

ビジネスデータサイエンス

の教科書
技術のための技術 9784799109151 すばる舎

データ分析・AIプロジェクトを考える際に重要なのが、広い視点で様々な

技術を実務レベルで理解した上で検討できることです。本書は、豊富な実

データ分析例と共に、幅広い手法についてしっかりとした解説した一冊で

す。Rのスクリプトも示されているので実際に試しながら学べます。

プラットフォーム革命――

経済を支配するビジネスモ

デルはどう機能し、どう作

られるのか

技術のための技術 9784862762498 英治出版

情報技術と相性が良いのがプラットフォーム型のビジネスです。実際の事

例をもとに、プラットフォームビジネスの基本から、それが今後の世界を

どのように変えていくのかをしっかり学ぶことができる一冊です。

プロダクトマネジメント ―

ビルドトラップを避け顧客

に価値を届ける

技術のための技術 9784873119250
オライリー・

ジャパン

プロダクトマネジメントについてどのように考えればよいのかについてわ

かりやすくまとまった一冊。読みやすくコンパクトに書かれているので、

プロダクトマネージャーだけでなく、プロダクトに関わる人は全員読んで

おいて損のない内容です。

プロダクトマネジメントのす

べて 事業戦略・IT開発・UXデ

ザイン・マーケティングから

チーム・組織運営まで

技術のための技術 9784798166391 翔泳社

既存プロダクトとは異なる「新しいプロダクト」を作る際には、さまざま

な問題が発生します。プロジェクト全体のマネジメントを行う際に知って

おかなければならないことが網羅的にまとまっているのがこの一冊です。

マーケティングリサーチと

データ分析の基本
技術のための技術 9784799106945 すばる舎

実務の観点から、質の高いデータ分析のためにはどういったアクションを

取らなければならないのか、実際にビジネスインパクトを出すためには何

に着目しなければならないのかということが学べるデータ分析の入門書で

す。

ロボット法 技術のための技術 9784326403455 勁草書房

AI技術によって問題になるのが法律やルールの設計です。法哲学の観点か

ら、この問題にどう取り組んでいけばいいのかを考える際に参考になる一

冊です。

行動を変えるデザイン 心理

学と行動経済学をプロダク

トデザインに活用する

技術のための技術 9784873119144
オライリー・

ジャパン

技術で新しいプロダクトを作るときに、しばしば目標となるのが、人の行

動を変えることです。しかし、そのプロダクトがいかに合理的でも、なか

なか人の行動は変わりません。本書は、具体的にどのようなことに気を付

けてシステムをデザインすれば良いのかについて、体系だって解説した良

著です。

世界のトップ企業50はAIを

どのように活用しているか?
技術のための技術 9784799326817

ディスカバー・トゥエン

ティワン

AI技術の活用事例を分かりやすくまとめた一冊。実際にビジネスインパク

トにつながるAI活用とはどのようなものなのかを知ることで、新しいシス

テムを考案する際の参考になるのではないでしょうか。

データ視覚化のデザイン 技術のための技術 9784815604059
SBクリエイ

ティブ

「データをどう見せるか」は分析と意思決定の間に存在する重要なステッ

プです。本書はこれを考える際に何を考えてデザインすればよいのかが分

かりやすくまとまった一冊です。データ可視化の入門書として手軽に読め

る好著です。

実践Data Scienceシリーズ

データ分析のためのデータ

可視化入門

技術のための技術 9784065164044 講談社

データの可視化について、基本的な考え方をしっかり解説した上で、それ

を実際にRで描画する方法までカバーした一冊。広い範囲のデータの種

類、描画の方法を扱っているので、本書をしっかり学べばデータ可視化の

基礎は一通りマスターできると言ってよいと思います。

超高齢社会の「困った」を

減らす課題解決ビジネスの

作り方

技術のための技術 9784798162713 翔泳社

人口の高齢化によって社会のありさまが大きく変わることはほぼ確実と

言っていいでしょう。その中でどのような課題が生じるのか、またそれを

新しい技術でどう解決できるのかが大きなトピックとなってくるはずで

す。本書では高齢化によって生じる新しいニーズとそれに取り組む事例が

良くまとまっています。

Beyond MaaS 日本から始

まる新モビリティ革命 ―移

動と都市の未来

現在のホットトピック 9784296105281 日経BP

MaaS（Mobility as as Service）の現状とこれからについて良くまと

まった一冊です。現行の課題と事例だけでなく、今後MaaSが広がった際

の影響・インパクトまで幅広く論じられており、どの分野にも関係してく

る面白いテーマであることが伝わってきます。

AIアルゴリズムマーケティン

グ 自動化のための機械学習/経

済モデル、ベストプラクティ

ス、アーキテクチャ

現在のホットトピック 9784295004745 インプレス

AI技術の一つの重要な応用先がマーケティングです。本書では、アルゴリ

ズムマーケティングの基本的な考え方から、具体的な技術までを体系的に

学ぶことができます。



エンジニアが学ぶ生産管理

システムの「知識」と「技

術」

現在のホットトピック 9784798162676 翔泳社

生産管理は情報技術が大きく活躍するテーマの一つです。巨大なシステム

としての生産管理において何が起きているのかを一通りインプットするた

めに読んでおきたいのがこの一冊です。エンジニアリングとしてのシステ

ムの側面についてもしっかり学ぶことができます。

グリッドで理解する電力シ

ステム
現在のホットトピック 9784905217879

日本電気協会

新聞部

今後の社会変革の一つの重要テーマが電力システムです。電力の需要と供

給の両面から制御する「電力グリッド」という概念について、基礎から今

後の電力システムがどのように変わっていくのかまでわかりやすく概観で

きる一冊です。

ゲノム編集からはじまる新

世界 超先端バイオ技術がヒ

トとビジネスを変える

現在のホットトピック 9784023316881 朝日新聞出版

最先端のゲノム編集技術であるCRISPR/Cas9について、わかりやすく解

説しつつ、それが医療や食品の世界をどのように変えうるか、どのような

問題を生じうるかを解説した一冊です。

サプライウェブ 次世代の商

流・物流プラットフォーム
現在のホットトピック 9784532323783 日経BPM

ロジスティクス4.0 物流の

創造的革新
現在のホットトピック 9784532114060 日経BPM

ドローン産業応用のすべて

―開発の基礎から活用の実

際まで―

現在のホットトピック 9784274506840 オーム社

ドローン技術について、技術的な基礎から、最新の動向、実証事例やこれ

かのビジネス展望などが一冊にまとまっています。ドローンを活用したプ

ロダクトを検討する際には必読の一冊と言えるのではないでしょうか。

ニューロテクノロジー ~最

新脳科学が未来のビジネス

を生み出す

現在のホットトピック 9784297108595 技術評論社

近年発展著しい脳科学を知見を応用したプロダクトの最新事例がまとまっ

た一冊です。脳の測定や刺激により、実際にどれくらいのことが実現可能

かを知るのに参考になるのではないでしょうか。

フードテック革命 世界700

兆円の新産業 「食」の進化

と再定義

現在のホットトピック 9784296106714 日経BP

人間と切っても切り離せないのが「食」ですが、この食の世界も技術が大

きく変えようとしています。現在、様々なプレーヤーがフードテックの分

野に参入してきていますが、その現状について良くまとまっているのが本

書です。

モビリティと人の未来: 自動

運転は人を幸せにするか
現在のホットトピック 9784582532265 平凡社

自動運転が社会をどう変えるか、どのような障害を取り除かなければなら

ないか、をはじめとして様々な論点をまとめた一冊。新たな技術をどう社

会に受け入れてもらうかについて、自動運転以外の文脈でも多くの参考に

なる考え方が論じられています。

医療AIの知識と技術がわか

る本 事例・法律から画像処

理・データセットまで

現在のホットトピック 9784798166568 翔泳社

医療の世界でのAI活用についてまとまった一冊。事例の紹介から技術につ

いての解説、ビジネスとして取り組む際の考え方など幅広い話題について

カバーされており、この分野にこれから取り組む際には是非読んでおきた

い本です。

建設DX デジタルがもたら

す建設産業のニューノーマ

ル

現在のホットトピック 9784296107568 日経BP

情報技術は建設の業界も大きく変えようとしています。本書では建設産業

で今何が起きているのか、どういった問題が考えられているのかについて

幅広く紹介されています。このテーマの全体像をつかむのに便利な一冊で

す。

図解でよくわかる スマート農

業のきほん:

最新農業の基礎からドローン

技術習得、作業記録と生産管

理、新規参入まで

現在のホットトピック 9784416520970 誠文堂新光社

技術を活用した新しい農業（「スマート農業」）について、要素技術の基

礎から、さまざまなサービスの紹介、地域の取り組みやこれからの方向性

などの全体像がつかめる一冊。非常にわかりやすい誌面構成でこのテーマ

の入門書としてオススメです。

物流DXネットワーク

ビジネスパーソンのための

〈コネクティッドロジスティ

クス〉の基礎知識

現在のホットトピック 9784757123861 NTT出版

物流を情報技術で革新する際に必要な要素技術やその応用についてよくま

とまっている一冊です。具体的な話題を網羅的に扱っており、新しい技術

が既存のビジネスをどう変えるかという観点からも参考になる内容が多く

紹介されています。

金融デジタライゼーション

のすべて

DXに臨む金融業界のテクノ

ロジーと実践

現在のホットトピック 9784322135787
金融財政事情

研究会

情報技術によって金融の世界がどのように変わりつつあるか、豊富な事例

を交えてまとめた一冊です。現在のFinTechを取り巻く世界的な状況か

ら、具体的なトピックまで幅広くカバーされており、最近の動向を知るの

に役立つ一冊です。

入門　AIと金融の未来 現在のホットトピック 9784569841397 PHP研究所

FinTechにおいて、そもそもどういうトピックが存在するのか、そこでは

どいういうことを考えなければならないのか、何が課題なのかについて学

ぶことができる一冊です。入門書として最初に概要を掴むのに役立つ一冊

です。

デジタルヘルストレンド

2021: 「医療4.0」時代に向

けた100社の取り組み

現在のホットトピック 9784840475228 メディカ出版

デジタルヘルスの分野で起こっていることが俯瞰できる一冊。現状、さま

ざまな企業が取り組んでいる事例を幅広く網羅しており、この分野の全体

像を把握するにはもってこいの内容です。

現在、物流業界は大きな変革の時期を迎えています。特に、消費スタイル

の変化やそれに伴う物流インフラの破綻はこれまでのサプライチェーンの

形を根本から変えてしまうかもしれません。業界を取り巻く状く現在の状

況と、これからの物流が向かうべき方向性を示した一冊です。



未来ビジネス図解 仮想空間

とVR
現在のホットトピック 9784295200949

エムディエヌコー

ポレーション

VR技術について、基礎的なところから最近の動向、これからの方向性ま

でわかりやすくまとまった一冊です。この分野の最初の一冊としてオスス

メです。

ディープラーニング活用の

教科書
現在のホットトピック 9784296100545 日経BP

ディープラーニング活用の

教科書 実践編
現在のホットトピック 9784296104543 日経BP

2030年:すべてが「加速」

する世界に備えよ
未来を創る 9784910063133

ニューズピッ

クス

さまざま方面で世界がどのように変わっていくかについて鋭く論じた一

冊。今後１０年で起こる激動の変化の中で何に取り組んでいくべきなのか

を考える際に大いにヒントになる内容となっています。

アフターデジタル オフライ

ンのない時代に生き残る
未来を創る 9784296101627 日経BP

海外の先進事例を紹介しつつ、その背景にある考え方についてわかりやす

く分析した一冊。今後、さまざまなものがデジタル化された後の世界で、

何を考えなければならないのかについて参考になる内容です。

オードリー・タン デジタル

とAIの未来を語る
未来を創る 9784833423991

プレジデント

社

オードリー・タン氏のAI技術や社会のこれからについての考えをまとめた

一冊。AI技術が社会の何を変えるのか（変えないのか）、社会全体を良く

するという視点で何を考えなければならないのかということについて、思

考の刺激となる内容が盛りだくさんです。

ホモ・デウス 上: テクノロ

ジーとサピエンスの未来
未来を創る 9784309227368 河出書房新社

ホモ・デウス 下: テクノロ

ジーとサピエンスの未来
未来を創る 9784309227375 河出書房新社

21 Lessons: 21世紀の人類

のための21の思考
未来を創る 9784309227887 河出書房新社

未来を実装する――テクノ

ロジーで社会を変革する4つ

の原則

未来を創る 9784862763044 英治出版

新しい技術を社会に広めるためには、技術のイノベーションだけでなく、

社会の方をどのように変えていくかという視点が極めて重要です。本書で

は、実際の事例を取り上げつつ、重要なポイントが４つの原則としてわか

りやすく整理されています。

未来探究2050 東大30人の

知性が読み解く世界
未来を創る 9784532358785

日本経済新聞

出版

最先端の研究者たちが、現在何を目指して研究を行っているかをわかりや

すく紹介した一冊。今後の世界を見通すうえで、非専門家による曖昧な未

来予想よりも具体的で精度の高い情報として是非参考にしていただくのも

良いのではないでしょうか。

自在化身体論 ―超感覚・超

身体・変身・分身・合体が

織りなす人類の未来

未来を創る 9784860436858
エヌ・

ティー・エス

技術と「身体の概念」は常に密接にかかわっています。VR技術、ロボ

ティクス、脳科学、人工知能などの技術発展の著しい現在、我々の身体感

が大きく変化していく岐路にあるといえるでしょう。本書は、「自在化身

体プロジェクト」を推進する著者陣による、自在化身体の思想から具体的

な現在進行形の研究内容までをまとめたエキサイティングな一冊です。

データ分析のための数理モ

デル入門
江崎先生著書 9784802612494 ソシム

データ分析では機械学習以外の数理モデリングの技術が活躍する場面も少

なくありません。しかし、分野横断的にそうした技術を解説した技術書は

ほとんどありません。本書では様々な数理モデルをただ羅列するだけでな

く、有機的につながっているように解説することで、技術の地図が頭の中

に作れるような、新しいモデリングの入門書を目指しました。

分析者のためのデータ解釈

学入門
江崎先生著書 9784802612906 ソシム

データ分析の入門書はデータ分析の手法に焦点を当てたものが多く、一番

肝心の「データそのものの性質・扱い方」や「活用時に陥る落とし穴」に

ついてはなかなか触れられることがありません。本書は、「真のデータ分

析の入門書はこうあるべき」という理想を目指しました。データに少しで

も関わる方、皆様に是非読んでいただきたい一冊です。

ディープラーニングの技術を具体的に応用に結び付けた事例が多数紹介さ

れた一冊。一通りインプットとして押さえておくことで、どのようなこと

が技術的に可能なのか、また、どのような発想が必要とされるのかについ

て考えるヒントになる内容となっています。

『サピエンス全史』の著者が、未来に「神（＝デウス）」となったヒトの

社会で何が起きるのかを論じた一冊。鋭い洞察はもちろん、何に基づいて

どういう論理で未来を予想しているかという視点でも楽しんでいただきた

い作品です。


