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Take the
Red Pill
赤いピルを飲め
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提　供

情報化技術を通じて社会と共生する



みなさん
こんにちは!



角谷信太郎
kakutani.com
KAKUTANI Shintaro



Kakutani Shintaro
✓ Ruby歴9年弱
✓ RubyKaigi2009
運営委員長

✓ アジャイル関連の
技術書の翻訳





Book Store Junkudo
RubyKaigi Branch

ジュンク堂書店
RubyKaigi店
(指定書籍販売委託先)







よろしく
お願いします



Martin Fowler
says:



Ward(Cunningham)、Ke
nt(Beck)、それから、キレイ
なコード、うまく整理されたオ
ブジェクト指向設計、そして、
テストしやすさについて提唱し
てきたすべての人たちの価値
が…Ruby界では…『正統』
(orthodoxy)になっている。
http://capsctrl.que.jp/kdmsnr/wiki/bliki/?RailsConf2007

http://capsctrl.que.jp/kdmsnr/wiki/bliki/?RailsConf2007
http://capsctrl.que.jp/kdmsnr/wiki/bliki/?RailsConf2007


正統



Ward 
Cunningham



Photo by Improve It:
http://www.flickr.com/photos/improveit/1574023621/

Kent Beck

http://www.flickr.com/photos/improveit/1574023621/
http://www.flickr.com/photos/improveit/1574023621/












Ward(Cunningham)、Ke
nt(Beck)、それから、キレイ
なコード、うまく整理されたオ
ブジェクト指向設計、そして、
テストしやすさについて提唱し
てきたすべての人たちの価値
が…Ruby界では…『正統』
(orthodoxy)になっている。
http://capsctrl.que.jp/kdmsnr/wiki/bliki/?RailsConf2007

http://capsctrl.que.jp/kdmsnr/wiki/bliki/?RailsConf2007
http://capsctrl.que.jp/kdmsnr/wiki/bliki/?RailsConf2007


当然



警告



Picture by Łukasz Strachanowski:
http://flickr.com/photos/myvector/2220511300/

電波

http://flickr.com/photos/myvector/2220511300/
http://flickr.com/photos/myvector/2220511300/


でん-ぱ【電波】(名詞)
✓言葉を発している本人に
だけは確信があるが、客
観的証拠に欠く発言

✓周囲に満ち満ちているが
目にみえないもの





躊躇なく赤いピルを
飲めばよい。我々に
はたのしいRubyと
ナイスな人びととの
つながりがある。



たのしいRubyとナ
イスな人びととのつ
ながりはとても自由
なものだが無料では
ない。どうすれば?



Don’t 
Think,



Feel



It is like a finger 
pointing away to 
the moon.





Don't concentrate on the 
finger or you will miss all 

that heavenly glory

指先に集中してはいけない



Finger



Ruby



Heavenly
Glory



いきいきとした
世界



ソフトウェアづ
くりに携わる者
にとってのいき
いきとした世界



✓つくる人が技術的卓越を
追求できる

✓つかう人の欲しかったも
のが実現される

✓お互いが同じ目的に貢献
することで達成される



Christopher
Alexander





無名の質
(名づけえぬ質)



Quality Without A Name
(QWAN)



“えも言われぬ
  いい感じ”



何百年にもわたっ
て育まれてきた、
いきいきとした建
物や町を現代の建
築家が生成できる
ようにするには ?



Photo by MorBCN:
http://flickr.com/photos/bcnbits/143033314/in/set-72057594109276886/

Venice

http://flickr.com/photos/claudio_ar/2644023246/
http://flickr.com/photos/claudio_ar/2644023246/


Photo by Claudio.Ar - Hermes BACK!!!!:
http://flickr.com/photos/claudio_ar/2644023246/

Amsterdam

http://flickr.com/photos/claudio_ar/2644023246/
http://flickr.com/photos/claudio_ar/2644023246/


無名の質/名づけえぬ質
✓ 生き生きとした(alive)
✓ 全一的(whole)
✓ 居心地のよい(Comfortable)
✓ 捕われのない(Free)
✓ 正確な(exact)
✓ 無我の(egoless)
✓ 永遠の(eternal)



Recap:



Ward(Cunningham)、Ke
nt(Beck)、それから、キレイ
なコード、うまく整理されたオ
ブジェクト指向設計、そして、
テストしやすさについて提唱し
てきたすべての人たちの価値
が…Ruby界では…『正統』
(orthodoxy)になっている。
http://capsctrl.que.jp/kdmsnr/wiki/bliki/?RailsConf2007

http://capsctrl.que.jp/kdmsnr/wiki/bliki/?RailsConf2007
http://capsctrl.que.jp/kdmsnr/wiki/bliki/?RailsConf2007


いきいきとした
世界



ソフトウェアづ
くりに携わる者
にとってのいき
いきとした世界





Book Store Junkudo
RubyKaigi Branch

ジュンク堂書店
RubyKaigi店
(指定書籍販売委託先)



Book Store Junkudo
RubyKaigi Branch

ジュンク堂書店
RubyKaigi店
(指定書籍販売委託先)



Ruby



無名の質
(名づけえぬ質)



“えも言われぬ
  いい感じ”



Matz 曰く:



“Rubyはプログラミングを
  楽しくする言語です

まつもとゆきひろ - 『オブジェクト指向スクリプト言語Ruby』



“Rubyをキメると
  気持ちイイ

まつもとゆきひろ - RubyKaigi2008



原信一郎 曰く:



“Rubyのすごいところは、
言語の特徴を「たのしい」と
言い切ってしまったこと。

「博士の愛したRubyと数学」 - とちぎRuby会議01 



たのしい



“Joyful Ruby”



私たちの楽しさ
をもっと分かち
あうことはでき
ないだろうか？



✓Rubyistと
✓日本の! 世界の!

✓Rubyistじゃない人と
✓ネットで!
✓ twitter, github :)

たのしさのおすそわけ



たのしい
のも結構
大変そう



QWAN on Ruby



無名の質/名づけえぬ質
✓ 生き生きとした(alive)
✓ 全一的(whole)
✓ 居心地のよい(Comfortable)
✓ 捕われのない(Free)
✓ 正確な(exact)
✓ 無我の(egoless)
✓ 永遠の(eternal)



(略)





たのしい
のも結構
大変そう



http://rubykaigi.org/

http://rubykaigi.org
http://rubykaigi.org


QWAN on RubyKaigi



Matz is nice,
so we’re nice.



ナイスで
いるのも
結構大変



みなさんは既
に無名の質を
知っています。



無名の質/名づけえぬ質
✓ 生き生きとした(alive)
✓ 全一的(whole)
✓ 居心地のよい(Comfortable)
✓ 捕われのない(Free)
✓ 正確な(exact)
✓ 無我の(egoless)
✓ 永遠の(eternal)



“えも言われぬ
  いい感じ”









“えも言われぬ
  いい感じ”





RubyKaigiは自
分たちのペースで
Rubyコミュニ
ティ全体とつなが
ろうとしてきた





 RubyKaigi2006



David H.Hansson



 Write Less
 Software



 RubyKaigi2007



Dave Thomas



 Code Ruby
 Be Happy!



 RubyKaigi2008



Chad Fowler & 
Rich Kilmer



(あとで)



http://rubykaigi.org/

http://rubykaigi.org
http://rubykaigi.org


無名の質
(名づけえぬ質)



私たちの楽しさ
をもっと分かち
あうことはでき
ないだろうか？



✓Rubyistと
✓日本の! 世界の!

✓Rubyistじゃない人と
✓ネットで!
✓ twitter, github :)

たのしさのおすそわけ



Recap:



Don’t 
Think,



Feel



It is like a finger 
pointing away to 
the moon.





Don't concentrate on the 
finger or you will miss all 

that heavenly glory

指先に集中してはいけない



Finger



Ruby



Heavenly
Glory



いきいきとした
世界



ソフトウェアづ
くりに携わる者
にとってのいき
いきとした世界



✓つくる人が技術的卓越を
追求できる

✓つかう人の欲しかったも
のが実現される

✓お互いが同じ目的に貢献
することで達成される



 RubyKaigi2008



Chad Fowler & 
Rich Kilmer



 Know Ruby
 Know Life





Reprise:



Don’t 
Think,



Feel



It is like a finger 
pointing away to 
the moon.





Don't concentrate on the 
finger or you will miss all 

that heavenly glory

指先に集中してはいけない



Finger



Ruby



Heavenly
Glory



いきいきとした
世界



 Know Ruby
 Know Life



“Joyful Ruby”



Photo by ionushi:
http://www.flickr.com/photos/ionushi/1041311342/

Take
the Red Pill

http://flickr.com/photos/myvector/2220511300/
http://flickr.com/photos/myvector/2220511300/

