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月号新刊ニュース

Information 今月のみみずQuiz？？
～豆知識が増えて、これであなたも雑学王!?

毎月 25 日発売

定価（本体1,400円+税）

7

現在、日本にある国宝／重要文化財の合計数で正
しいのは、次のうちどれ？
　①約725件　　　  ②約7,300件
　③約13,000件　　④約25,000件

25日は「かき氷の日」。昔は「夏
なつごおり

氷」と言われ、その7
な

2
つ

5
ご

と
語呂合わせと、日本の最高気温が更新されたことが制定理
由のようです。かき氷は日本の食文化の一つとして後世に
も残したいですね！まさに「宝」ではないでしょうか。言い過
ぎ？　さて、右下の隅でひっそり（？）と気付けば30回目の

「みみずQuiz」！今月は、「宝」に関するクイズです！

A. ③約13,000件⇒日本にある国宝／重要文化財の数
を含む、国宝や重要文化財の時代別の概要については、

『47都道府県・国宝／重要文化財百科』の「第Ⅰ部　国
宝／重要文化財の基礎知識　３．国宝／重要文化財の
時代別概要（P17～P41）」をご参照ください！

Q.

2月にホームページがリニューアルいたしましたが、
以下の通り、さらに便利になりました！お客様からのお問い合わせや書籍詳
細の確認、選書等にぜひお役立てください！
■在庫状況を日次更新　　　　　　　■詳細検索機能の充実

■補足資料もすぐ確認　　　　　　　■パブリシティ情報などの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　お知らせが見やすく■書店・生協様向けページの充実

詳しくは、丸善出版ホームページをご参照ください！
URLはこちらです☞☞　https://www.maruzen-publishing.co.jp

弊社ホームページが
さらにパワーアップ！

いよいよ夏を迎えたところで、「若気の至り」のアンケートで
は、タトゥー、日焼け、飲みすぎ、不倫、などが上位とか。
似た慣用句に「ほんの出来心で」、「一度は通る道」、「はしかに
かかるようなもの」というのがある。はしかは、放っておけ
ばすぐ治ると思われていたのか？甘く見てはいけない、高熱、

発疹、合併症と命にも関わる病気だ。はしかは、ウイルスによって引き起こされる感染
症で、一人の感染者がいると、全国100人以上に広がるといわれ、感染力はインフルエ
ンザの10倍も強いという。予防というと、マスク、手洗い、うがいだが、はしかはダメ、
ウイルスはとても小さいのでワクチンの予防接種で抗体をもたせ、はしかにかかる可能
性を抑える。いま問題となるのは1978年～ 1990年生まれの方で、はしかになったこと
がなく、かつ、ワクチンを１回しか接種していない人が、どうも要注意らしい。1978年
以前は、日常的にはしかが流行っていたから、高齢者はいない？とか。この一度は通る
道も、二度の接種が必要らしい。「抗菌薬が効かなくなる」、「続・人類の感染症の歴史」、

「あめいろぐ予防医学」、「高齢者のための感染症診療」、「極論で語る感染症内科」など。食
品含め感染症の脅威は1年を通してある、“明日は我が身”の常備本を書棚に！
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特集：ディープラーニングか
ら物理へ／機械学習・深層
学習と物性物理／たたみ込
みニューラルネットによる相
転移の検出／深層統計神経
力学� ほか

ルネサンスの多面体百科
みなさんは「多面体」と聞いて何を思い浮かべますか？
サイコロやサッカーボールなど身近なものを思い浮かべた
という方も多いと思います。
　7月に刊行の『ルネサンスの多面体百科』によると、14世
紀ごろに発明された印刷術によって様々な独創的な多面体
や透視図（＝多面体を立体的に見せる表現手法）がイタリ
ア、ドイツ、フランスの科学者や芸術家によって数多く描か
れていたようです。
　本書では、ユニークで著名な多面体のすべてをそれぞれの周辺の歴史的な流
れとともに解説しています。数学者のみならず、美術・インテリアデザイン・建築
分野の関係者にとってもデザイン発想のヒントを与えてくれるかもしれません。
併せて弊社刊行の「多角形百科」「多面体百科」「かたちの事典」「美しい幾何学」
「かたち創造の百科事典」などの「かたち」に関連する書籍もオススメします！

（デヴィッド・ウェイド　著　宮崎興二　編訳　　奈尾信英・日野雅之・山下俊介　訳
A5 判・310 頁　本体 5,800 円＋税）

注目注目今月の注目の新刊
ルネサンスの絢爛豪華な手書き多面体の図集

月間売上げBEST10

❶	 消費生活アドバイザー受験合格対策　２０１８年版
	 大矢野由美子・安藤昌代	・工藤千草　編著
	 定価（本体 6,500 円 + 税）

❷	 理科年表　平成 30年
	 国立天文台　編
	 定価（本体1,400 円 + 税）

❸	 極論で語る循環器内科　第２版
	 香坂	俊　編著　　永井利幸・村木浩司・宗形昌儒ほか　著
	 定価（本体 3,200 円 + 税）

❹	 タツノオトシゴ図鑑
	 曽我部　篤　訳
	 定価（本体 2,800 円 + 税）

❺	 パターン認識と機械学習　上
	 ベイズ理論による統計的予測
	 元田	浩・栗田多喜夫・樋口知之ほか　監訳
	 定価（本体 6,500 円 + 税）

❻	 続・人類と感染症の歴史
	 新たな恐怖に備える
	 加藤茂孝　著
	 定価（本体 2,200 円 + 税）

❼	 いかにして問題をとくか
	 柿内賢信　訳
	 定価（本体1,500 円 + 税）

❽	 東京湧水せせらぎ散歩
	 髙村弘毅　著
	 定価（本体1,000 円 + 税）

❾	 パターン認識と機械学習　下
	 ベイズ理論による統計的予測
	 元田	浩・栗田多喜夫・樋口知之ほか　監訳
	 定価（本体7,800 円 + 税）

	 海の世界地図
	 こどもくらぶ　訳
	 定価（本体 2,800 円 + 税）
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第3部　貿易，通商，観光

56～57

2008年のなかばまでに，風力発電
は，70か国以上で計10万メガワット
の電力を産み出している．その設備は
大多数が陸上にある．しかしながら，
以前は建築と管理の費用が高額だと考
えられてきた沖合の風力発電が，数が
増え，重要性が増し，2030年までには
ヨーロッパと他の諸国で電力のかなり
の割合を分担することが見込まれてい
る．
世界海洋風力発電データベースによ

ると，2010年10月までに11か国で
52か所の洋上風力発電基地が稼働し，
3,000メガワットの電力を産み出した．
さらに36か国で650か所の洋上風力発
電基地が，計画段階にあったか，認可
を受けたか，あるいは建設中だった．
イギリスは洋上での風力発電能力で

世界をリードしており，13か所のすば
らしい風力発電基地が1,341メ
ガワットの電力を産み出し
ている．それに追随する

のは，発電能力で863メガワットのデ
ンマークと，247メガワットのオラン
ダである．この3か国とドイツの海上
において，ヨーロッパで最高の風の状
態があり，大型の風力タービンが配置
されている．
ヨーロッパの洋上の可能性は非常に

大きい．欧州環境機構は，2020年まで
に洋上の風力による発電能力が2,500
万メガワットになると見積もっている．
それは，ヨーロッパでの予測電力需要
の7倍である．
アメリカ合衆国は88か所ほどの洋上

風力発電基地と，3万5,000メガワッ
トの発電能力を計画している．しかし
これらの大部分はまだ計画段階である．
洋上の発電能力が拡大するのを遅く

している理由の1つは，お役所仕事の
悪弊である．多くの国々で，洋上風力

発電を計画している企業がさまざ
まな制限規定と，複雑な認可
過程，そして非常に長い認

可期間に妨げられている．これまでの
ところ，洋上風力発電基地の建設によ
る環境への重大な影響は認められてい
ない．設置されたタービンに鳥が衝突
することが懸念材料として警告されて
いるが，研究の結論はまだでていない．
陸上に設けられる基地の最大の環境問
題である視覚的な要素と騒音は，洋上
の基地では問題とはならない．洋上基
地を陸上基地の有効な代替手段として
いる他の要因として，各単位が2から5
メガワットさらにそれ以上という大き
な規模で建設できることがあげられる．

海からのエネルギー：風力

2005年までに，
洋上基地は

ヨーロッパの風力発電の
20%を供給する
ようになる．

デンマークの洋上風力タービン．

稼働中の洋上風力発電所
（2010年）

洋上風力発電所が稼働している

設置された発電能力

1,341メガワット

25メガワット

30メガワット

247メガワット

73メガワット

863メガワット

164メガワット

2メガワット
30メガワット

138メガワット

25メガワット

将来の洋上風力発電所
進行中か認可された計画
（2010年）

10か所以下

11～49か所
50か所か
それ以上

建設中の風力発電基地
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2.3A COAST uncorrected proofs
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第2部　海洋資源に対する重大な脅威

44～45, 46～4724～25, 26～27

沿岸地域の生態系は，陸と海が交わる部分であり，海の生物の命を保ち，陸と
人間社会を海から守っている．しかしながら，沿岸部に人口が集中すること

で，これらの保護すべき生息環境に危険が迫っている．
塩性沼沢，沼地，干潟，マングローブの森，さらには海草の群生地など，入江部

とそれに続く沿岸の湿地帯は，地球上でもっとも豊かな生態系を有している．何ヘ
クタールにもわたって，湿地帯は，数量と多様性の両面で多くの野生生物を支え，
さらには地球上のどこの生息環境よりも，基本となる植物の生長を促している．こ
のような多様なそして生産的な自然の生態系は，何千種もの魚類と甲殻類に産卵場，
子育て場，そして餌場を提供し，陸地から洗い出された（重金属や硝酸塩などの）
汚染物質をろ過し，沈殿物を捕らえて固定し，陸と海のあいだの緩衝地として働き，
気候に変化をあたえ，氾濫水を吸収し，高潮を消散させ，そして陸から海辺にかけ
ての生態系と海洋の栄養分を循環させている．
植生をもつ範囲，とくに塩性沼沢，マングローブ，藻場は，世界の海洋域の

0.5%未満を占めるだけだが，沈殿物による全有機炭素収容力のおよそ50%を貢献

している．そのため，生物圏内のもっとも効果的な炭素吸収源とみなされており，
アマゾン川熱帯雨林の炭素結合能力を上回っている．
もともとは塩性沼沢と池で覆われていた地域のうち約４分の１は過去60年で失わ

れてしまった．同じ期間内で，世界のマングローブの30%近くと，全地球の藻場の
３分の１が失われた．別のいい方をすれば，これらの貴重な炭素吸収源のおよそ３
分の１がすでに失われ，残った地域も絶滅の危機に直面している．海の植生地域は，
地球上でもっとも危機に瀕している生態系である．世界的な損失率は，熱帯雨林の
それの２倍から15倍も高いと推定されている．

沿岸の湿地帯，入江，
そして海草藻場は，
人間の安全と快適さのために
重要な生物学的機能を果たしている．

重要な海岸の環境が危険な状態に

1940年以来
塩性沼沢の
25%が

失われている．

オーストラリアには
湿地帯と海洋の
価値が認められた
世界遺産が
５か所ある．

沿岸地域の生態系

湿地帯と海洋の価値が認めら
れた世界遺産をもつ国

塩性沼沢（2008年）

湿地帯，入江，デルタ地帯
（2000年）

生物学的多様性が高い地域（2000
年）と，重大な生息地損失をこう
むっている固有種（2007年）

海洋植物は二酸化炭素（CO2）の吸収に重要な役割を果たしており，それによって，
地球的な気候変動の進展を減速させる助けとなっている．塩性沼沢，マングロー
ブ，藻場は，推計16億トンの炭素を毎年取り込み，地球上でもっとも集中的な炭素
吸収源の１つとなっているのだ．

ブルーカーボン＊吸収源

価値の高い生態系
オーストラリア沿岸地域生態系の

経済価値（年間推計）
オーストラリアドル＊／km2

（2005年）

　109万2,383 サンゴ礁

　179万6,364 潮汐湿地

265万8,582 湿地帯

　341万7,227 藻場

410万5,563 入江

＊訳注：米ドルの4/5程度の価値をもつ（2017年９月現在）．



今 月 の 新 刊 ・ 注 文 書 	 注文 FAX 		03-3512-3270
※ 切りはなして短冊としてもお使いください。

注文数 書店番線印【ルネサンスの絢爛豪華な手書き多面体の図集】

ルネサンスの多面体百科
D.�ウェイド　著
宮崎興二　編訳　　奈尾信英・日野雅之・山下俊介　訳
定価（本体5,800円+税）　A5判・310頁　ISBN978-4-621-30311-5　C1540

ルネサンス時代に描かれたユニークで著名な多面体を周辺の歴史的な流れとともに解説。数学者以外
にもデザイン発想のヒントがある。

科学一般（百科／科学一般／幾何学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【国連のSDGsに影響を与えた環境問題の本】

小さな地球の大きな世界
プラネタリー・バウンダリーと持続可能な開発
J.�ロックストーム・M.�クルム　著　　武内和彦・石井菜穂子　監修　　谷�淳也・森�秀行ほか　訳
定価（本体3,200円+税）　A5判・260頁　ISBN978-4-621-30302-0　C3044

科学的データと美しい写真を交え、地球の回復力の範囲内での発展というパラダイムと、人間と自然
の新たな調和的関係について解説。

科学一般（地球科学／環境問題）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【数式を使わずに気象の物理の本質をつかめる】

気象と気候のとらえ方
きまぐれな大気の物理を読み解く
M.�デニー　著　　保坂直紀　訳
定価（本体3,400円+税）　A5判・336頁　ISBN978-4-621-30320-7　C0044

なぜ穏やかな天気と不安定な天気があるのか。最新の予報が外れたのはなぜか。そんな素朴な疑問を
背景にある物理を数式は使わずに解説。

科学一般（気象学／気候学／地球科学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【基礎理論と根本的疑問についての丁寧な考察】

量子力学 II
高木�伸　著
定価（本体5,600円+税）　B5判・350頁　ISBN978-4-621-30305-4　C3042

初学者が抱く量子力学の基礎的な疑問に改めて向き合い、その理解を図る。量子力学の理解に必要な
話題を網羅した一冊。

物理学（物理学／量子力学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【とことん自分で読んで理解できる演習書】
演習
誰でもできる 化学濃度計算　実験・実習の基礎
立屋敷�哲　著
定価（本体2,400円+税）　B5判・216頁　ISBN978-4-621-30312-2　C3043

著者が大学で使用している講義資料・教材をベースに、学生がどこでつまずき、どんな質問があった
のかを反映し、改良を重ねた演習書。

化学（化学・バイオ／入門）� （条件：委託・返条付）
丸善出版



今 月 の 新 刊 ・ 注 文 書 	 注文 FAX 		03-3512-3270
※ 切りはなして短冊としてもお使いください。

注文数 書店番線印【対話のエッセンスを30のことばで読む一冊】

対話のことば　オープンダイアローグに学ぶ問題解消のための対話の心得
井庭�崇・長井雅史　著
定価（本体1,300円+税）　B5変判・128頁　ISBN978-4-621-30314-6　C3047

オープンダイアローグによる対話のエッセンスを、普段から取り入れられるよう、パターン・ランゲー
ジを用いた30の「ことば」で紹介。

医学・薬学（精神医学／ソーシャルワーカー／カウンセリング）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【建築との付き合い方を考えるための一冊】

幸せな名建築たち　住む人・支える人に学ぶ 42 のつきあい方
日本建築学会　編
定価（本体2,800円+税）　A5判・192頁　ISBN978-4-621-30306-1　C0052

名建築の住み手や維持・運営に携わる人々へのインタビューを掲載。各オーナーの思いと名建築との
付き合い方を、写真とともに紹介。

建築学（建築／建築作品集／家づくり）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【AIの導入は我々にとってチャンス？危機？】
丸善ライブラリー 388　情報研シリーズ 22
しっかり知りたいビッグデータと AI
宇野毅明・池田亜希子　著
定価（本体760円+税）　新書判・192頁　ISBN978-4-621-05388-1　C0255

ＡＩ（人工知能）の導入により日常の業務はどう変わるのか、ＡＩが何かを解説し、今後のＡＩとの付き
合い方を模索する。

コンピュータ・情報科学（コンピュータ／情報科学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【コトラーによるマーケティングの最前線】

コトラー　競争力を高めるマーケティング
「デジタル消費者」の時代、アジアから世界へ！
P.�コトラー・H.�カルタジャヤ・H.�デンファン　著　　山形浩生　訳
定価（本体3,800円+税）　A5判・320頁　ISBN978-4-621-30315-5　C3063

マーケティングの神様コトラーが平易な語り口で、経済成長率の高い ｢アジア市場｣ で成功するための
マーケティング手法について解説。

社会（社会／ビジネス／マーケティング）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

既刊書注文書　FAX�03-3512-3270　　※切り取り、取次店様経由にてご発注下さい。

ISBN
丸善出版� （条件：注文扱い）

冊数 書店番線印


