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はじめに 

 

 
HYBRID W-ZERO3 と ASUS ZenFone 2 Laser 

 

 日本のスマートフォンの先駆けとなる Windows Mobile の W-ZERO3

（WILLCOM）を使い始め、趣味で書いている”Maniac”シリーズ“の一冊

として最終モデルのHYBRID W-ZERO3をとりあげました。5年7ヶ月、

同機を使用後、ASUS ZenFone 2 Laser に更新しました。そして従来と

同様の低額の通信料金で、ブラウジングにおける速度の向上や利用可能エ

リアの拡大など、利便性が高まり、快適となりました。また、Google Play

から様々な計測機器に変身させるアプリをインストールし、「Android OS

のスマートフォンに更新してよかった」を実感しています。 

 本小冊子は著者が備忘録的に blog で書いた記事をベースに加筆・編集

してまとめたものです。ZenFone 2 Laser を Android 6.0 にバージョ

ンアップしたことから全体の見直しとカメラに関する記述を充実させて改

訂版としました。網羅性はありませんが、Android スマートフォンの使用

方法の一事例として楽しんでいただけたら幸いです。 

 

著者 

http://www.minami-nagareyama.org/editor/HYBRID-W-ZERO3-maniac.html
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-2-Laser-ZE500KL/
https://play.google.com/store?hl=ja
https://play.google.com/store?hl=ja
http://robotic-person.blog.so-net.ne.jp/
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1. 導入の経緯 

 

(1) 通信料金の節約 

 
AH-K3001V(KYOCERA) 

 
（左より） W-ZERO3, 

 Advanced W-ZERO3[es], 

 HYBRID W-ZERO3 

 

 PHS の PALDIO 611S と携帯電話の SO505 という Docomo の 2 台

持ちから、ウィルコム定額プランで電子メールの文字数の制限なく使え、

「通信費削減にも有効」と 2005 年に『京ポン』こと Air H" PHONE 

AH-K3001V（標準コース 2,835 円/月）に集約しました。そして 2006

年に W-ZERO3（定額プラン 2,900 円/月）、2008 年に Advanced 

W-ZERO3[es]と更新し、2 年縛りの解ける更新時期となり、会社更生法

の適用が申請された 2010 年 2 月 18 日の翌月の 3 月、応援気分で

HYBRID W-ZERO3 に更新し、店頭での更新手続時に「新ウィルコム定

額プラン G」の料金改定で長期割引プラン「W-VALUE SELECT」の対

象外となった一方、PHS パケットデータ通信料金が無料となったことを知

りました。端末費用（本体価格 69,840 円（税込））を除き、受話使用が

主なこともありますが、月額料金 1,450 円（税込）、通話料 20 円/30 秒

から、ほぼ、毎月 2 千円台の通信費用で運用し、「インターネット共有」

機能で出先でのノート PC のインターネット接続にも重宝しました。 

 しかし、神田神保町の明倫館書店で目にした本の改訂版の有無を調べよ

うと HYBRID W-ZERO3 から amazon.co.jp にアクセスしたところ、「一

http://www002.upp.so-net.ne.jp/maktich/communication/PALDIO611S.htm
https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/20030602.html
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/ah-k3001v/
http://www.sharp.co.jp/ws/004sh/
http://www.sharp.co.jp/ws/011sh/
http://www.sharp.co.jp/ws/011sh/
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1002/18/news086.html
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1002/18/news086.html
http://www.sharp.co.jp/ws/027sh/
http://windows-keitai.com/?%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%2F2010.03.12%20HYBRID%20W-ZERO3%20%E5%90%91%E3%81%91%E3%80%8C%E6%96%B0%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%A0%E5%AE%9A%E9%A1%8D%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3G%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%96%99%E9%87%91%E3%81%8C%E6%94%B9%E5%AE%9A
http://windows-keitai.com/?%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%2F2010.03.12%20HYBRID%20W-ZERO3%20%E5%90%91%E3%81%91%E3%80%8C%E6%96%B0%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%A0%E5%AE%9A%E9%A1%8D%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3G%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%96%99%E9%87%91%E3%81%8C%E6%94%B9%E5%AE%9A
http://www.meirinkanshoten.com/
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=
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部の携帯電話端末からは、Amazon.co.jp の一部ページにアクセスいただ

けません。（略）」という表示がでました。これが「アプリを整備したから

同様の環境を構築するのが面倒・・」と約5年半使用のHYBRID W-ZERO3

の更新を決意させました。 

 

(2) 後継機の選定 

 Windows Mobile の後継となる Windows Phone は 2011 年に au か

ら IS12T が登場後、2015 年 6 月に SIM ロックフリーの「MADOSMA」

（マウスコンピューター）まで国内の新機種は出ませんでした。(株) BCN

の報告書で国内のスマホ全体の販売台数（2014 年 9 月～2015 年 8 月）

の過半数がアップルとされますが、Wikipedia での世界のスマートフォン

の OS 別販売台数は圧倒的に Android が多い状況が示されています。 

 後継機の条件は「1) 胸ポケットに入れられる寸法」、「2) 見やすいディ

スプレイ」、「3)テザリング機能」、「4) 負担にならない端末価格」、「5) 従

来と同様の低額の通信費用」、そして「6) 所有するデジタルカメラ FinePix 

F1000EXR のリモート撮影を可能とするアプリの FUJIFILM Camera 

Remoto の導入可能」でした。6)のアプリは App Store と Google play

から提供されるのみでWindows Phone用はなく、販売価格からAndroid

のスマートフォンに自然と絞られました。 

 通信事業者は Y! mobile（ウィルコムの後継）のままに Android のスマ

ートフォンに更新も検討しましたが、機種選択の自由度が狭く、月々の通

信費が従前より高くなることが明白で候補から外れました。そして MVNO 

(Mobile Virtual Network Operator；仮想移動体通信事業者)が安価に提

供する SIM カードと SIM ロックフリー端末の組合せに決めました。 

 Windows Tablet として 8 型のタッチスクリーンの ASUS VivoTab 

Note 8 を 2014 年 10 月から使い始め、ASUS の製品に親しみをおぼえ

るようになりました。ASUS ZenFone 5 が 2014 年 11 月に発売され、

5 型の HD IPS 液晶（1280×720 ドット）に 30,000 円を切る販売価

格、デザインから気になる存在でした。その後、ASUS ZenFone 2 が登 

http://www.mouse-jp.co.jp/phone/madosma/
http://www.bcn.co.jp/press/press.html?no=309
http://www.bcn.co.jp/press/press.html?no=309
http://www.apple.com/jp/iphone/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3
http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera_remote/index.html
http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera_remote/index.html
http://www.ymobile.jp/index.html
https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS_VivoTab_Note_8_M80TA/
https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS_VivoTab_Note_8_M80TA/
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone_5_A500KL/
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone_2_ZE551ML/
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ASUS ZenFone 2 Laser と ASUS VivoTab Note 8 

 

場し、「ZenFone 5 のサイズ、価格がいいんだけど」と考えていたところ

で ZenFone 2 と同様、薄さを演出するアーチ状の背面形状とするために

電源ボタンを上部、ボリュームボタンを背面に配置したデザインの ASUS 

ZenFone 2 Laser が 2015 年 8 月に登場しました。 

 ZenFone 2 Laser については日経トレンディネット、the 比較などで

レビューされ、また、YouTube でプロモーション映像の「ZenFone 2 

Laser (ZE500KL)のご紹介」（ASUS Japan）、「法林岳之のケータイし

ようぜ!! ASUS「ZenFone 2 Laser」」（Impress Watch）を閲覧できま

す。後者の映像の中で法林氏が「各 MVNO が取り扱う定番といえるスマ

ートフォン」と紹介のようにバランスよく思えました（購入後、DIGITAL 

CITIZEN の"Reviewing a mid-range smartphone - ASUS ZenFone 

2 Laser ZE500KL"という詳しい記事を見つけました）。 

 SIM カードは(株)インターネットイニシアティブの音声通話機能付き

SIM 「みおふぉん」（3GB・月額 1,600 円(税抜)）を、専用アプリで使用

の電話番号のまま、相手の電話番号にプレフィックス番号をつけて通話料

https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-2-Laser-ZE500KL/
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-2-Laser-ZE500KL/
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20150916/1066388/
http://thehikaku.net/internet/ASUS/15ZenFone2Laser.html
https://www.youtube.com/watch?v=1LUHsbupw8Y
https://www.youtube.com/watch?v=1LUHsbupw8Y
https://www.youtube.com/watch?v=BdEwciBRWBk
https://www.youtube.com/watch?v=BdEwciBRWBk
http://www.digitalcitizen.life/reviewing-mid-range-smartphone-asus-zenfone-2-laser-ze500kl
http://www.digitalcitizen.life/reviewing-mid-range-smartphone-asus-zenfone-2-laser-ze500kl
http://www.digitalcitizen.life/reviewing-mid-range-smartphone-asus-zenfone-2-laser-ze500kl
https://www.iijmio.jp/hdd/miofone/
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を 20 円/30 秒から 10 円/30 秒に低減できることから選びました（格安

スマホ回線研究所に解説あり）。なお、IIJmio は 2015 年 9 月 16 日から

「おうちでナンバーポータビリティ」サービスを提供開始し、MNP 転入

手続が短時間で可能になりましたが、店頭ですぐ SIM カードを入手でき、

Wi2 300がWi-Fiサービスとして付加される「IIJmio 音声通話パック for 

BIC SIM」に、「困った時はビックカメラに持ち込めば」という保険のよう

な気持ちもあって決めました。 

 Y! mobile から MNP 予約番号（MNP 転出手数料/番号移行手数料の

3,000 円と契約解除手数料 2,000 円に消費税を加えたものが当月の使用

料に加えて請求）を得ました。2015 年 10 月 30 日、ビックカメラ有楽

町店で SIM カード（3,229 円(税込)）と ZenFone 2 Laser（26,978

円(税込)）を購入しました。 

 

(3) ZenFone 2 Laser のセットアップ 

  

 

 ZenFone 2 Laser の購入前に Google サービスの Gmail でアカウン

トを作成していました。そして住処に帰り、ZenFone 2 Laser に SIM を

装着し、充電しながら Wi-Fi 環境でセットアップにかかりました。著者は

ZE500KL ユーザーズマニュアルを事前にダウンロードせずに、

http://yesmvno.com/iij-miophone/
http://yesmvno.com/iij-miophone/
https://www.iijmio.jp/hdd/miofone/homemnp/
https://www.iijmio.jp/bicsim/welcomepack.html
https://www.iijmio.jp/bicsim/welcomepack.html
https://www.google.co.jp/about/products/
https://www.google.com/intl/ja/mail/help/about.html#utm_source=ja-et-more&utm_medium=et&utm_campaign=ja
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-2-Laser-ZE500KL/HelpDesk_Manual/
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POWER ON して付属の簡単なユーザーズマニュアルのみでセットアップ

作業を始め、「モバイルネットワーク／Wifi 経由のインターネット接続」で

住処の無線LAN環境への接続、上記の Google のアカウントでログイン、 

 

  

 
 

  microSDHC メモリーカードは 

  手元にあった 32GB を使用 
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GoogleDrive の 100GB 無料ストレージ（2 年間）、SIM のセットアップ

を行ないました。事前に ZE500KL ユーザーズマニュアルをダウンロー

ドし、それを読みながら作業するのが楽なのが私の失敗より明らかであり、

これを強くお勧めします。また、すたぶろの「【格安スマホ】Zenfone2 

Laser をゲットしたのでレビュー！外観・セットアップ編」で詳しくセッ

トアップの手順が解説されていますので、参考とすることをお勧めします。  

 ZenFone 2 Laser には ASUS 独自のアプリも多く、ユーザーズマニ

ュアルで記載された内容だけではわからないこともあり、ASUS 

ZenFone 2 用ですが、『ゼロからはじめる ASUS ZenFone 2 スマー

トガイド』（2015 年 7 月、技術評論社）を後に購入しました。 

 セットアップ終了後、ASUS システム更新が

自動的に立ち上がり、その処理の完了を待ちまし

た。続いて Android アプリの更新の案内が表示

されたことから、マイアプリ画面で［すべて更新］

ボタンをタップすることで61本のアプリが所要

時間約 3 時間程で更新されました（この数は購入

時点で変わります）。アプリの自動更新を「常に

自動更新」とすると外出時のデータ通信量が増え

るため、「Wi-Fi に接続」時のみの設定をお勧め

します。 

 

【電話などに関する設定】 

 IIJmioを選定した理由である「今お使いの番号そのままで通話料が50％

おトク！」とする「みおふぉんダイアル」と「高速通信と低速通信を切り

替えてクーポンを節約したり、現在の通信量を確認」とする「みおぽん」

のアプリのインストール、そして BICSIM を選んだ理由でもある Wi-Fi サ

ービス（Wi2 300 公衆無線 LAN）の設定、「Wi2Connect」のインスト

ールを行ないました。その後、普段使いの so-net のメールの転送先を

ZenFone 2 Laser に登録の Gmail のメールアドレスに設定しました。 

https://www.google.co.jp/drive/?utm_medium=et&utm_source=about&utm_campaign=et-about
http://stackof.me/zenfone2-laser-2/
http://stackof.me/zenfone2-laser-2/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ad.iij.miodial&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ad.iij.couponswitch&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.netvision.WifiConnectWI2&hl=ja
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【ZenMotion の設定】 

 

[初期設定] 

 

[著者の設定] 

 ZenFone 2 Laser 

には ZenMotion の機

能があり、そのタッチ

ジェスチャーではスク

リーンをダブルタップ

すると、ウェイクアッ

プモードではスリープ

モードに、スリープモ

ードではウェイクアッ

プモードに切り換りま

す。また、スリープモ

ード時にスクリーンに 

"W"、"S"、"e"、"C"、"Z"、"V"の文字を書くとそれに対応したアプリが起

動します。よく使うアプリに設定変更でき、便利です（著者は起動するア

プリを左のように変更しました。なお、文字を書いてアプリを起動する場

合、the 比較の ASUS ZenFone 2 Laser の実機レビューでも書かれてい

ますが、縦位置での入力が必要です。 

【スクリーンショットに関する設定】 

 ZenFone 2 Laser のスクリーンショットは

「電源ボタン」と「音量 DOWN ボタン」を同時

押し以外に、[設定]の[ASUS カスタマイズ設定]

でマルチタスクボタンにスクリーンショットを

設定（左図）することで、マルチタスクボタン

を長押しすればスクリーンショットが記録でき

ます（短時間、押せばマルチタスクボタンとし

て機能します）。 

 

http://thehikaku.net/internet/ASUS/15ZenFone2Laser.html
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(4) ZenFone 2 Laser の内蔵カメラ、内蔵センサ 

 
dual-LED (dual tone) flash（右上）、 

背面カメラのレンズ（右中）、 

laser AutoFocus（右下） 

 

画角のテスト 

 

表 1 内蔵カメラの仕様 
 有効画素数 焦点距離 (35mm 判換算) 絞り 

前面カメラ 500 万画素 3.2mm (約 25mm) F2:0 

背面カメラ 1300 万画素 4.6mm (約 30mm) F2:0 

・Exif Quick Viewer （Software Factory）による表示値 

・有効画素数は資料から転記。35mm 判換算値は著者計測による 

 

 ASUS ZenFone 2 Laser には前面と背面にカメラが内蔵され、その

Web サイトで前面カメラは 500 万画素の f2.0 で画角 85°、背面カメラ

は 1300 万画素の f2.0（画角は示されず）とされます。撮影した画像フ

ァイルのデータを Exif Quick Viewer （Software Factory）で確認し、

[モデル] ASUS_Z00ED として表 1 の値が得られました。 

 前出の DIGITAL CITIZEN の記事の"five-prism Largan lens"という語

から台湾のLargan社（日経BPの記事）のレンズと東芝製のセンサ（1300

万画素；4096x3072 ピクセル）の使用がわかりました。内蔵の laser 

AutoFocus は暗所でも有効な赤外線レーザーで 0.3 秒の合焦を可能とし、

アプリの Laser Ruler でも使用され、また、発色を考慮して組み合わせの

dual-tone の Dual LED flash はアプリ「「懐中電灯 – LED トーチライ

ト」にも使用されています。 

 スマートフォンの撮像素子のサイズは 1/3 型（4.8×3.6mm）やそれ

http://softwarefactory.jp/ja/products/exifquickviewer/
http://www.digitalcitizen.life/reviewing-mid-range-smartphone-asus-zenfone-2-laser-ze500kl
http://www.nikkeibp.co.jp/article/matome/20150121/432571/
https://www.asus.com/zentalk/in/thread-55408-1-1.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.flashlight&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.flashlight&hl=ja


14 

 

より小さいものが多いといわれますが、ZenFone 2 Laser の内蔵カメラ

のセンササイズは不明です。また、サイズがわかっても画像処理上、端部

画像は使用しないこともあり、画角は実測が必要です。そこで上の写真の

ように方眼紙を壁に貼ってカメラと方眼紙の距離を測り、方眼紙を撮影し

て三角関数でインカメラの水平方向の画角が 72.2°（35mm 判換算の焦

点距離約 25mm）、メインカメラの水平方向の画角が 62.4°（同約

30mm）を得られました。メインカメラの画角はスナップ撮影に適してい

ます。ASUS ZenFone 2 Laser の Web サイトで表示される前面カメラ

の画角 85°というのは魚眼に近いこともあり、「？」です 

 ZenFone 2 Laser の内蔵カメラはアスペクト比 4:3 と 16:9 の設定が

可能で、16:9 は 4:3 に対して誤差の範囲といえるレベルですが、ほんの

少しだけ横方向が広く写り込みます。そして 4:3 の画像の上下をカットし

て生成したのが 16:9 といえます。なお、前面カメラは背面カメラに比し

て暗くなると画質の低下が大きいようです。 

 

■ 内蔵センサ 

 スマートフォンには様々なセンサが搭載され、それに対応したアプリが

公開されています。そこでハードウェア構成、ソフトウェア、ディスプレ

イ仕様、通信に関する情報、そしてセンサとして何が内蔵されているかが

わかる Android アプリの AndroSensor を ZenFone 2 Laser にイン

ストールし、確認しました。MEMS の技術の進歩でスマートフォンにも加

速度センサが内蔵され、機能していることに感激しました。なお、上記の

ように内蔵の赤外線レーザーが距離計としても使用されています。 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivasim.androsensor&hl=ja
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【AndroSensor で得られた ZenFone 2 Laser の仕様】 

 

 
ハードウェア、ソフトウェ

ア、通信に関する情報 

 
 

 
内蔵センサの情報 
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(5) Android 6.0 へのバージョンアップ 

 2016年8月17日、ZenFone 2 Laser (ZE500KL)のOSをAndroid 

5.0.2（Lollipop）から Android 6.0（Marshmallow）への FOTA

（Firmware On-The-Air）アップデートがアナウンスされました。この

アップデートで「Now on Tap」（ホームボタンを長押しすると、起動中

のアプリで表示されている内容から欲しい情報を提案）、「Doze Mode」

（しばらく端末を操作しないと自動的に深いスリープ状態になる）等の最

新 Google サービスが使えるようになります。一方、Android 6.0 は、

APP2SD（アプリを外部ストレージにインストールして使うアプリ）に対

応せず、マルチユーザー機能を使用していない状態で Android 6.0 へアッ

プグレードすると、システムアップデート後に、マルチユーザー機能は使

用出来なくなることに留意が必要です。加えて次のプリインストールされ

たアプリが自動的に削除されます（一部のアプリは、「設定」→「ZenUI ア

プリの更新」から、再度アプリをダウンロード可能）。 

 ASUS ZenFone 2 Laser の Android 6.0 へのアップデートに関する

Web 上での事例報告などをチェックし、「Android 6.0 へのアップデート

しても大丈夫そうかな・・」でアップデートしました。 

 

・ アプリのバックアップ ・ 音楽 

・ カレンダー ・ PC Link 

・ メッセージ ・ Remote Link 

・ メール ・ What's next 

 

 ASUS ZenFone 2 Laser と PC を USB 接続してファイルのやりとり

をしていたのですが、システム更新後、ASUS ZenFone 2 Laser のファ

イルが見えなくなりました。CD-ROM として認識されるファイルの中に

PC Link のプログラムがあり、これをインストールすることでファイルへ

のアクセスが可能になりました。 

 

https://www.asus.com/jp/News/9ibw2EcOBH3FAGW3
https://www.asus.com/jp/News/9ibw2EcOBH3FAGW3
https://support.google.com/websearch/answer/6304517?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ja
http://www.lifehacker.jp/2016/09/160917android_doze.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a0soft.gphone.app2sd&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.backuprestore&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.music&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.calendar&hl=ja
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1007320
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.message&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.remotelink.full&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.email&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.sitd.whatsnext&hl=ja
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【ビルド番号の変遷】 

2015.10.31 

（購入時のシステム更新） 

LRX22G.JP_Phone-12.8.5.67-20150627 

2016.01.14 LRX22G.JP_Phone-12.8.5.222-20151225 

2016.03.08 LRX22G.JP_Phone-12.8.5.229-20160127 

2016.08.18 (Android 6.0

へのアップデート実施) 

MMB29P.JP_Phone-13.10.10.34-20160715 

2016.10.07 MMB29P.JP_Phone-13.10.11.5-20160929 
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2. アプリ環境の整備 

 

  

 

 2001 年、Pocket PC の G-FORT (NTT Docomo, 2000 年発売)を

購入し、64K データ通信サービス対応の PALDIO 611S と組み合わせま

した（写真上）。そしてこの P/PC にプリインストールされたアプリの「予

定表」、「連絡先」、「仕事」、「辞書」（三省堂監修の現代国語辞典、漢和辞典、

ニューセンチュリー英和辞典、新クラウン和英辞典）、「メモ」、バンドルさ

れたアプリの「JR トラベルナビゲータ」（JR 東日本）、著者が追加インス

トールした電子地図の「MapFan CE2000」（使用していた PC 用の

MapFan V にバンドル）、関数電卓の「TacalCalc Pocket PC」

（TascalSoft）、度量変換アプリの「TascalGauge」（TascalSoft）、「PDA

用六法」（Twin Trees Field）、電子メール用の「受信トレイ」、ブラウザ

の「Pocket Internet Explorer」を使いました。これにより、著者が 1990

年代後半からリフィルを整備して使ってきたシステム手帳（Filofax）と関

数電卓の組合せは、この P/PC と B6 判のノートの組合せにリプレイスさ

れました。 

 その後、スマートフォンの W-ZERO3（WILLCOM）シリーズを経て、

Zenfone 2 Laser を用いるようになりましたが、G-FORT から使用の機

能に対応するアプリは不可欠となっています。 

 

http://www.itmedia.co.jp/news/0012/06/nttdocomo.html
http://www002.upp.so-net.ne.jp/maktich/communication/PALDIO611S.htm
http://www.filofax.jp/
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【アプリの選択について】 

 アプリ環境の整備に「こんなアプリはないかな？」と Web 検索するの

は時間がかかることから、書店で『Android アプリ  厳選カタログ

1000! 』（2015 年 5 月、TJMOOK）を見つけ購入しました。下記の

10 分野で 1000 のアプリがダウンロード用の QR コードを付し、また、

参考となる概ねのダウンロード数を含めて解説され、「こんなアプリもある

んだ」と参考になりました。また、マイナビニュースで連載「ビジネスで

役立つ定番の Android アプリ」も参考になりました。 

 NTTdocomo から Android OS のスマートフォン HT-03A が発売

（2009 年 7 月）された当時、Android OS が今日のように普及すると

は思っていませんでしたが、コンピュータ関係の展示会へいく度に

Android というオープンソース戦略の影響力を実感することになりまし

た。多数のアプリが流通しているのもその戦略の結果といえます。 

 

 『Android アプリ 厳選カタログ 1000! 』の目次 

 01 ブラウザやニュース閲覧など情報を収集する 

 02 メール・SNS・電話などのコミュニケーションを広げる 

 03 写真撮影や動画編集などカメラを活用する 

 04 動画の視聴や音楽の再生・演奏を楽しむ 

 05 電子書籍・コミックやエンタメ情報を満喫する 

 06 旅行・お出かけやショッピングなど生活を便利にする 

 07 辞書や英語学習など知識を磨くために役立つ 

 08 スマートフォンをもっと快適に使いこなす 

 09 文書閲覧やスケジュール管理など仕事で活躍する 

 10 アクション・RPG からパズルまでゲームを思い切り楽しむ 

 

http://news.mynavi.jp/series/androidbiz/menu.html
http://news.mynavi.jp/series/androidbiz/menu.html


20 

 

2.1 日常使用のアプリ 

 

(1) PIM 機能（予定表、連絡先） 

■ Google のクラウドサービスの使用について 

 

 

 Windows Moble の

ス マ ー ト フ ォ ン の

Hybrid W-ZERO3 で

は 住 処 の Windows 

PC で使用の Outlook 

2013 と USB 接続し

て ActiveSync 機能で

予定表、連絡先を同期

していました。 

 ZenFone 2 Laser

への更新はこの予定

表、連絡先の運用をど

うするか、決めていな

い状態で行いました。

Google サービスに身

を委ねれば楽なのです

が、予定表、連絡先を 

クラウド上に置くことに抵抗があったことによります。しかし、セットア

ップ段階で割切れて PC で Google サービスにログインし、その連絡先に

Outlook 2013でエクスポートした連絡先の CSVファイルをインポート、

カレンダーに Outlook 2013 でエクスポートした予定表の CSV ファイ

ルをインポートすることで、クラウドサービスを利用する形で ZenFone 

2 Laser で「連絡先」、「カレンダー」が利用できるようにしました。短時

間の作業で済み、予定や連絡先の入力は Google のクラウドサービスの利

用に移行しました。 

https://www.google.co.jp/
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カレンダー（ASUS） 

 
連絡先（ASUS） 

 
Google カレンダー 

 

 Google サービスのカレンダーと連絡先はプリインストールの ASUS 

カレンダーと連絡先で利用できます。なお、Android 6.0 へのアップグレ

ードで ASUS カレンダーが削除対象となり、Google カレンダーをインス

トールしました。 

 

(2) 時計、目覚まし時計、ストップウォッチ、タイマー 

 

 
PWR-1000J (CASIO) 

 
SO32-4000（SEIKO） 

 
PQ-50 (CASIO) 

 プリインストールの「時

計」（ASUS Digital Clock 

& Widget）はそのまま、

使用しています。時計（世

界時計含む）、アラーム、

ストップウォッチ、タイマ

ーの機能を利用でき、特に

出先での目覚まし時計代

わりに重宝しています。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.calendar&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.calendar&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.contacts&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.deskclock&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.deskclock&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.deskclock&hl=ja
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(3) ASUS Quick Memo 

 

 プリインストールの ASUS Quick Memo で

手書き、あるいはキーボードから入力したメモ

をホームスクリーンにピン留めできます。手書

きでは文字がかすれるため、5. (6) で紹介の手

頃な価格のスタイラスペン STYLUS C1（ゼブ

ラ）を購入し、かすれなく入力できるようにな

りました。 

 

(4) QR コード対応 

 

QR コードスキャナー 

 QR コードはアプリの解説

本にも使われていま す。

PixelMaster Camera の撮

影モード「QR コード」で QR

コードを変換できますが、バ

ーコードには非対応のため、

QR コードスキャナーもイン

ストールしています。 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.quickmemo&hl=ja
http://www.zebra.co.jp/press/news/2014/0218_1.html
http://www.qrcode.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.camera&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=ja
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(5) ASUS 音声レコーダ 

   

 

 
IC レコーダ ICR-S278RM (三洋電機)  

 

 会議の議事録作成などのために IC レコーダを使用しています。IC レコ

ーダを携行していない時、ZenFone 2 Laser にプリインストールのアプ

リ「ASUS 音声レコーダ」はボイスレコーダの代替として役立ちます。

録 音 フ ァ イ ル は 初 期 設 定 で は 内 部 ス ト レ ー ジ の フ ォ ル ダ ー の

AsusSoundRecorder にセーブされます。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.soundrecorder&hl=ja
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(6) メール、メッセージ 

   

 

 プリインストールの Gmail はプッシュ通知が可能なことから、著者は

Gmail に常用する so-net のメール（ファイルサイズの大きいものを除く）

を転送してチェックし、不要なメールはすぐ削除しています。プリインス

トールの ASUS メールは使用していません（Android 6.0 へのアップグ

レードで削除対象）。アプリとして So-net メーラーがありますが、Google 

Play での評価がいまひとつで、プリインストールの ASUS Browser を用

いて So-net の Web メール経由でメールのチェックも行なっています。 

 Microsoft アカウントのメールのチェックはアプリの Outlook をイン

ストールして対応しています。 

 プリインストールの ASUS メッセージ、SMS（ショートメッセージサ

ービス；SMS 相互接続事業者の利用者間で文字メッセージ（全角 70 文字

ほど）を送受信できるサービス）に対応するものです。Android 6.0 への

アップグレードで削除対象となっていますが、継続使用しています。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.email&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.so_net.mailer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.browser&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.message&hl=ja
https://www.nttdocomo.co.jp/service/sms/
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(7) SNS 対応 

 

 Facebook はブラウザからも利用できますが、

アプリの Facebook をインストールして使用し

ています。なお、Messenger のインストールを

求めら、Facebook のヘルプセンターの Q&A を

読み、Google Play でのレビューが今ひとつでイ

ンストールを躊躇しましたが、その後、インスト

ールしました。 

 アプリとして Twitter も提供されていますが、

著者は利用していないため、インストールしてい

ません。 

 

(8) ブラウザ 

 

 ブラウザとしてプリインストールの Chrome

を使用しています。「設定」の「サイトの設定」

の「ポップアップ」をブロックに設定しているの

に関わらず、広告が表示され、指先が誤って広告

に触れて意図しない画面が表示され、不快となる

ことがありました。そこで「設定」の「サイトの

設定」の「Javascript」をブロックに設定し、

Chrome を再起動することで広告が表示されな

くなりました。Chrome の表示は Javascript

のブロック前と若干、変わりましたが、「広告で

不快な思いをするよりも・・」です。 

 Javascript を許可しないと閲覧できないサイトもあり、該当する常用サ

イトは「設定」の「特定のサイトに対して Javascript を許可します」の

「サイトを追加」で対応し、他は「Javascript を一旦許可し、閲覧後、再

び、Javascript を block に設定して Chrome を再起動」しています。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca&hl=ja
https://www.facebook.com/help/237721796268379
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome&hl=ja
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(9) Office (Word、Excel、PowerPoint) 

 

 

 PC で作成した Microsoft の Word、Excel のファイルをそのまま、流

用できることが著者の PDA、スマートフォン選定の条件となっていました。 

 2015 年 6 月 25 日、Android スマートフォン用の office が正式公開

され、Word、Excel、PowerPoint の作成、編集が可能になりました。こ

れも ZenFone 2 Laser の入手を後押ししたといえます。そして Word、

Excel、PowerPoint、先行公開の Outlook をインストールしました。 

 

(10) テキストエディタ 

 

 

 テキストエディタは

著者の必需品です。そ

こで Jota+をインスト

ールし、しばらく使用

して Jota+の機能制限

を解除する Jota+★

PRO-KEY が 50%オ

フとして 324 円とな

っていたため、早速、

購入しました。後述の

ようにBluetoothミニ

キーボードとも組み合

わせています。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.excel&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.powerpoint&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sblo.pandora.jota.plus&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sblo.pandora.jota.plus.prokey&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sblo.pandora.jota.plus.prokey&hl=ja
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(11) 電卓 

 

標準装備の電卓 [縦使い] 

 
標準装備の電卓 [横使い] 

 

・ 新機能として距離、領域、質量、体積、速度につい

て単位変換が可能となりました。 

 

■ Panecal 

 

 ZenFone 2 Laser にプリインストールのア

プリの電卓は縦使いで四則演算、横使いで三角関

数や対数などの計算ができます。しかし、逆三角

関数などには対応していないため、関数電卓アプ

リの Panecal をインストールしました。 

 CASIO の高精度計算サイトも役立つため、ブ

ラウザへの登録をお勧めします。 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.calculator&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.kutu.Panecal&hl=ja
http://keisan.casio.jp/
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(12) 単位変換 

 

 技術関係の計算を行うとき、単位換算が時々、

必要となり、「JIS にもとづく機械設計製図便覧」

などの書籍のお世話になります。ZenFone 2 

Laser でも単位変換ができるようにアプリの

「単位コンバータ」をインストールしました。 

 

(13) 懐中電灯 

 

 

 LED の懐中電灯（上）をいつもバッグに入れ

ていましたが、プリインストールのアプリ「懐中

電灯 – LED トーチライト」（メインカメラ側の

LED、またはディスプレイを光源として使用）

で、この懐中電灯の携行は不要となりました。 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidapps.unitconverter&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.flashlight&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.flashlight&hl=ja
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(14) 拡大鏡 & 顕微鏡 (ルーペ, Magnifier) 

 

 

 

 細かな作業がしやすいように秋葉原のヒロセ

テクニカルで入手のライト付拡大鏡（上）を使用

しています。これに完全代替はできませんが、ア

プリの「拡大鏡 & 顕微鏡」をインストールし、

小さな文字等の識別が楽になりました。 

 

(15) レーザー測距器 

 

 内蔵カメラの laser AutoFocusの測定機能が

プリインストールのアプリの Laser Ruler に利

用されています。最大測定距離は 50cm で

50cm 以上は「50cm」と表示されます。 

 なお、「ASUS 好きの ZenBlog」で ZenFone 

3 から「Laser Ruler」で 150cm まで測定可能

なことが紹介されています。 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hantor.CozyMag
https://www.asus.com/zentalk/in/thread-55408-1-1.html
http://asus.blog.jp/archives/1061911975.html
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-ZE520KL/
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-ZE520KL/
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(16) 物差し 

 

 

 

 HYBRID W-ZERO3 は液晶部側面に IKEA のテープメジャーをカット

して貼り、おおよその寸法把握に重宝していました（写真上）。そこで

ZenFone 2 Laser のディスプレイを物差しに変身させる ON Ruler をイ

ンストールしました。スマートフォンのディスプレイサイズで補正して、

mm 表示と inch 表示を切り替えできることも重宝します。 

 

(17) 分度器・傾斜計 

 

 ZenFone 2 Laser が物差しとし

て使えるようになったことから「分

度器も」でアプリの ON Protractor

をインストールしました。傾斜計と

しても使用でき、カメラ機能と組み

合わせて角度測定も可能な重宝す

る道具です。 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.potatotree.onruler
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.potatotree.onprotractor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.potatotree.onprotractor
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2.2 移動の道具 

 

(1) Y! 乗換案内 

 

 不案内な場所は最寄り駅を調べ、PC の Web

サイトでジョルダンの『乗換案内』や『Yahoo!

路線情報』を使って経路、所要時間を確認します。 

 各種ある Android の乗換え案内のアプリの中

で著者は「Y! 乗換案内」(Yahoo!)をインストー

ルしました。そして出先での移動の計画が容易に

なる他、経路によっては「ここは乗り換え時間を

短縮して早く到着できそう」とか、「経路案には

ないけれどこの経路の方が交通費を低減できる」

などと頭の体操をしています。この他、都バスな

どの利用も表示されることから、時間に余裕があ

る時はバスから見る街の変化も楽しんでいます。 

 

(2) 東京メトロアプリ 

 

 「東京の地下鉄の歴史」で解説されるように東

京の地下鉄は変化を続けています。そこで乗換え

等で迷わないように駅構内図の収録された「東京

メトロアプリ」をインストールしました。 

 運行情報の通知設定することで事故による車

両の遅れなどが配信され、それに対する対応もと

りやすくなりました。 

 他のアプリとして「メトロタッチ」があり、出

口付近の飲食店やエンタメ情報などが簡単に検

索できるとのことです。 

http://www.jorudan.co.jp/norikae/
http://transit.yahoo.co.jp/
http://transit.yahoo.co.jp/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.apps.transit&hl=ja
http://azisava.sakura.ne.jp/rail/metro-history/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tokyometro&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tokyometro&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.metroadagency.metrotouch&hl=ja


32 

 

(3) JR 東日本アプリ 

 

 鉄道関係として「JR 東日本アプリ」もインス

トールしました。運行状況などがわかるのは便利

です。ただ、最寄駅の時刻表を表示させる場合、

操作ステップが多いことから、時刻表の更新登録

を自身で行なわなければならない弱点がありま

す。最寄駅の時刻表を pdf ファイルに変換して

フォルダーに入れておくのもこれに対する対応

方法となります。 

 

(4) Web サイトの活用（都営地下鉄、つくばエクスプレス） 

  

 都営地下鉄は「ホー

ムページのご利用をお

願いいたします」とし

てスマートフォンでも

使いやすいレスポンシ

ブ・ウェブデザインと

なっていました。 

 著者のよく利用する

つくばエクスプレスも

同様のデザインでブラ

ウザに URL アドレス

を登録しました。 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jreast&hl=ja
http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/
http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%96%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%96%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3
http://www.mir.co.jp/
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(5) Google マップ、Google Earth、Google ストリートビュー 

 
Google マップ 

 
Google Earth 

 
Google ストリートビュー 

 ZenFone 2 Laser には Google マップがプリインストールされていて

不案内な出先でも安心して移動できます。PC にもインストールしている

Google Earth はマップでわからないことを写真で補ってくれます。

Google ストリートビューはまだ行ったことのない場所を教えてくれます。 

 

(6) 渋滞情報ナビ 

   （ 渋滞情報・交通情報・高速道路情報） 

 車で高速道路を使うことがしばしばあり、出発

前に日本道路交通情報センター(JARTIC)にア

クセスして渋滞情報をチェックしています。 

 出先でも交通情報を確認できるようにアプリ

の「渋滞情報ナビ」をインストールしました。 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&hl=ja
http://www.jartic.or.jp/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.creative.apps.smart.trafficjam&hl=ja
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(7) GPS ロガー 

 

 
GPS データロガー GT-730FL-S 

 

 GPS データロガー GT-730FL-S を以前、

入手しましたが、「活用頻度は・・、スマートフ

ォンのアプリの GPS ロガーならば」で Google 

My Tracks をインストールしました。 

 

(8) GPS Status & Toolbox 

 

 GPS Status & Toolbox は衛星のシグナル強

度のデータの表示、GPS デバイスをリセットし、

A-GPS データを定期的にダウンロードするこ

とで高速に測位可能にします。そこでこのアプリ

をインストールしました。 

 自 衛 隊 や 米 軍 、 NATO 加 入 軍 で は

「UTM/MGRS」と呼ばれる座標システムが使

用されているとのことで、これに対応する

MGRS Navigation System 、MGRS GPS な

どのアプリがあります。 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.maps.mytracks&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.maps.mytracks&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mgrstargetsystem&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleverapplications.android.mgrs&hl=ja
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(9) カーナビ 

 
CN-DV155FD （Panasonic） 

 

YPB718si (Yupiteru) 

 

 カーナビアプリとして「Yahoo!カーナビ」、「カーナビタイム」

（NAVITIME）、「ドライブサポーター」（NAVITIME）などがあります。

著者の愛車はカーナビ搭載で、衝動買いした YPB718si（Yupiteru）も

あります。スマートフォンを運転中に使うことは事故の危険があり、「気が

緩んで」とならないようにカーナビアプリのインストールはしていません。 

 

(10) コンパス  

 

 
フィールドコンパス 

（SUUNTO 社） 

 スマートフォン内蔵

の方位センサを利用の

コンパスのアプリには

各種あります。内蔵カ

メラを使って左の例の

ように下方に置いた地

図の画像と組み合わせ

てフィールドコンパス

的に表示可能なコンパ

ス : Smart Compass

をインストールしまし

た。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.apps.navi&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.carnavitime&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.navitimedrive&hl=ja
http://www.yupiteru.co.jp/products/navi/ypb718si/
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.compass
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.compass
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(11) 歩数計 

 

 万歩計は持っていません。そこで内蔵の加速度

センサを応用したアプリの「歩数計」をインスト

ールしました。なお、本アプリ、「バッテリを消

耗させるアプリ」とされますが、「健康管理のた

めには」です。「正確な値を表示するために」と

して設定項目に年齢、性別、体重、歩幅がありま

す。 

 

(12) じゃらん観光ガイド 

 

 遠出する際、時間的余裕があれば近くの科学

館や企業の資料館などを見学しています。これ

らの展示施設などをまとめたアプリがあるとよ

いのですが、現在のところ、対応するものが見

つかっていません。そこで「一助になれば」と

アプリのじゃらん観光ガイドをインストールし

ました（プリインストールの TripAdvisor につ

いて著者の知る地方都市の登録施設を調べ、登

録データの少ないことを確認しました）。 

 Web 検索して目的地の観光協会の提供するデ

ータを確認し、その上でこれらのアプリで確認

するのがよいのかもしれません。 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tayu.tau.pedometer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.jalan.android.kankou&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripadvisor.tripadvisor&hl=ja
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(13) ASUS Weather、tenk.jp 

  

 外出時、傘の携行な

どで天気が気になりま

す。プリインストール

の ASUS Weather

（AccuWeather for 

Android）はウィジェ

ットで所在地の天気が

表示され、天候や週間

予報も確認することが

可能です。なお、日本

気象協会の天気予報ア

プリtenki.jp もインス

トールしています。 

 

(14) 緊急地震速報 

  

 緊急地震速報への対

応として、Yahoo! 防

災速報をインストール

しています。地震発生

前にプッシュ形式で連

絡されるため、心の準

備ともなります。 

 また、後述のように

NHK ニュース・防災

アプリもインストール

しています。なお、防

災アイデアシェルター 

は JavaScript を有効にしないと使用できません。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accuweather.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accuweather.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jwa.or.jp.tenkijp3
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.emg&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.emg&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.news&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.news&hl=ja
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2.3 辞書、リファレンスなどの整備 

 

 何か調べたい時、ブラウザを用いて検索することがしばしばあります。

辞書については日本翻訳連盟（JTF）の Web サイトの”翻訳情報リンク集”
で日本語、英語など様々なオンライン辞書の Web サイトが紹介され、便

利に使えます。表 2 にブラウザにブックマークしていると重宝すると考え

られる Web サイトを紹介します。 

 一方、Android スマートフォンでは本節で紹介するように辞書、翻訳、

六法、統計データ、郵便番号と郵便料金、救命・応急手当、さらに IC のピ

ン配置といった様々なアプリが活用でき、重宝しています。 

 

 

http://www.jtf.jp/
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表 2 PC でブックマークした Web サイト 

分類 Web サイトなど 

辞書 DICTIONARY｜JTF 日本翻訳連盟（オンライン辞書サイト紹介） 

http://www.jtf.jp/jp/tool_link/dictionary.html 

翻訳と辞書 

http://www.kotoba.ne.jp/ 

百科事典 Wikipedia（フリー百科事典） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/ 

医学百科 メルクマニュアル家庭版 

http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/index.html 

六法 法令データ提供システム 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 

国 立 国 会

図書館 

オンラインサービス一覧 

http://www.ndl.go.jp/jp/service/online_service.html 

国立国会図書館サーチ(NDL サーチ) 

http://iss.ndl.go.jp/ 

電子書籍 Free eBooks by Project Gutenberg （audio book もあり） 

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 

Loyal 

Books 

7,000+ Free Audio Books & eBook Downloads - Loyal Books 

http://www.loyalbooks.com/ 

英文法 英文法大全（メディア総合研究所） 

http://www.eibunpou.net/ 

e-Gov 電子政府の総合窓口 e-Gov 

http://www.e-gov.go.jp/ 

天気・地震 日本気象協会 tenki.jp 

http://tenki.jp/ 

交通情報 日本道路交通情報センター：JARTIC 

http://www.jartic.or.jp/ 

ハイウェイ交通情報（iHighway) 

http://ihighway.jp/pc/index.html 

鉄道 駅探 （乗り換え案内 時刻表 路線検索 運行情報 路線図を提供） 

http://ekitan.com/ 

JR CYBER STATION （JR の空席案内、新幹線の運行状況など） 

http://www.jr.cyberstation.ne.jp/ 

宿泊 宿・ホテル予約 - じゃらん net 

http://www.jalan.net/ 

宿・ホテル予約 るるぶトラベル 

http://rurubu.travel/ 

宴会・食事 ぐるなび 

http://www.gnavi.co.jp/ 

為替 外国為替相場一覧表：三菱東京ＵＦＪ銀行 <この他にも各種サイトあり> 

http://www.bk.mufg.jp/gdocs/kinri/list_j/kinri/kawase.html 

http://www.jtf.jp/jp/tool_link/dictionary.html
http://www.kotoba.ne.jp/
http://ja.wikipedia.org/wiki/
http://en.wikipedia.org/wiki/
http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/index.html
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://www.ndl.go.jp/jp/service/online_service.html
http://iss.ndl.go.jp/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.loyalbooks.com/
http://www.eibunpou.net/
http://www.e-gov.go.jp/
http://tenki.jp/
http://www.jartic.or.jp/
http://ihighway.jp/pc/index.html
http://ekitan.com/
http://www.jr.cyberstation.ne.jp/
http://www.jalan.net/
http://rurubu.travel/
http://www.gnavi.co.jp/
http://www.bk.mufg.jp/gdocs/kinri/list_j/kinri/kawase.html
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(1) EBPocket professional（『広辞苑（第五版）』、EDICT2） 

 
システムソフト電子辞典 

『広辞苑（第五版）』 

 
『広辞苑（第五版）』 

 
EDICT2 

 

 システムソフト電子辞典シリーズの『広辞苑（第五版）』を購入し、

EPWING VER.2（JIS X4081 形式）の規格に対応することから、HYBRID 

W-ZERO3ではアプリのEBPocket Professionalをインストールして活

用していました。ZenFone 2 Laser でも『広辞苑（第五版）』が使用でき

るようにアプリの EBPocket professional を購入・インストールして対

応させました。 

 EB series support page で EPWING 形式の辞書、文書などが紹介さ

れています（表 3 参照。これらは EBPocket Free で利用可能）。そこで

EDICT2 のファイルをダウンロードし、解凍したデータを ZenFone 2 

Laser の microSD カードにコピーし、EBPocket の設定画面で「辞書の

再検索」を行い、和英・英和辞書としても使えるようにしました。 

 辞書環境は整備途上で辞書アプリの「辞書 Weblio 無料辞書アプリ・漢

字辞書・国語辞典百科事典」もインストールしました。なお、Yahoo!辞書

アプリは 2015 年 11 月 30 日で提供終了されました。

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.ebstudio.ebpocket&hl=ja
http://ebstudio.info/home/
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.ebstudio.ebpocketfree&hl=ja
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se369320.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.weblio.smpapp.www&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.weblio.smpapp.www&hl=ja
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表 3 JIS X4081 形式(EPWING)の辞書・書籍 

No. 名称 概要 

1 EDICT2 Jim Breen's EDICT2 和英・英和辞書 

2 PDD 百科辞書 私立 PDD 図書館『百科辞書』 

3 『万葉集』 「万葉集」データ(西本願寺本、 

鹿持雅澄『萬葉集古義』) 

4 和独辞典 WaDokuJT Japanisch-Deutsches Woerterbuch  

(和独・独和辞典) 

5 口語訳聖書(新約 1954 年

版、旧約 1955 年版) 

著作権フリーの日本語聖書 

6 WordNet 2.0 – 

Dictionary & Thesaurus 

英英辞典+類語辞典 

7 F2J2 Dictionnaire Francais-Japonais  

仏和・和仏単語帳 

8 Webster's 1913 Webster's Revised Unabridged Dictionary 

(1913-ed.) 

9 M's 歴史 DB Midwest's 歴史データベース (66,666 件) 

10 羅英辞典 羅英辞典 

11 Moby Thesaurus 巨大英英類語辞典(見出語 3 万/総類語 250 万) 

12 カクテル・レシピ集 2,233 Cocktail Recipes + 133 Icons 

13 CEDICT Chinese-English Dictionary (中英[英中]辞典) 

14 Deutscher Thesaurus ドイツ語シソーラス 

15 The World Factbook 

2004 

米情報局世界調書二千四年版 

16 Roget's 1911 Roget's Thesaurus of English Words and 

Phrases (1911-ed.) 

17 Computer Dictionary Dictionary of Computer Terms, developed as 

a free and open source project 

18 JIS 補助漢字 16 16x16/40x40 ドット漢字イメージ付き電子辞

書 

19 The Holy Bible: 

 WEB+KJV 

WEB (World English Bible) +  

 KJV (King James Version) 

20 漢英佛學大辭典 A Dictionary of Chinese Buddhist Terms: 

compiled by Soothill and Hodous 

21 A Short Biographical 

Dictionary 

英国作家人名小辞典 
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(2) Google 翻訳 

 

 Google 翻訳は入力より 103 言語間の翻訳が

可能ということでインストールしました。オフラ

インでの翻訳を考慮して 42MB を追加ダウンロ

ードしました。 

 

(3) VoiceTra(音声翻訳) 

 

 NHK のニュースで、話しかけると外国語に翻

訳してくれる情報通信研究機構が開発した音声

翻訳アプリ VoiceTra の存在を知りました。 

 翻訳できる言語は31言語で音声で入力できる

のは 20 言語対応、音声が出力されるのは 16 言

語対応とことで、日本語、英語、中国語、韓国語、

タイ語、フランス語、インドネシア語、ベトナム

語、スペイン語、ミャンマー語、アラビア語、イ

タリア語、ウルドゥ語、オランダ語、クメール語、

シンハラ語、台湾華語、デンマーク語、ドイツ語、

トルコ語、ネパール語、ハンガリー語、ヒンディ

語、フィリピン語、ポーランド語、ポルトガル語、

ポルトガル語(ブラジル)、マレー語、モンゴル語、

ラーオ語、ロシア語が含まれます。 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=ja
http://voicetra.nict.go.jp/
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(4) 漢和辞典：常用漢字筆順辞典 FREE 

 

 「漢和辞典が欲しい」と思うのは目にした漢

字が読めない時、そして書かれた漢字を文字デ

ータとして入力したい時です。作業机の隣の書

棚には『新明解漢和辞典』が入っていて重宝し

ていますが、出先ではそうはいきません。 

 アプリの『常用漢字筆順辞典 FREE』は漢字

の手書き入力、あるいはキーボードで読みを入

力して該当する漢字を選ぶと音訓、部首、筆順

などがわかり、重宝しています。 

 

(5) 六法：And 六法+判例 

 

 HYBRID W-ZERO3 で六法関係の法律の閲覧

を可能にしていました。Google  Play で法律関

係のアプリを検索し、『And 六法+判例』が見つ

かり、インストールしました。 

 「総務省提供の法令データ提供システムに掲載

された憲法・法律、政令・勅令、府省令(略称法

令名含む) 9030件をオフラインでも利用できる

ようアーカイブ」として約 80M バイトのデータ

をダウンロードして用いるアプリの『手のひら六

法全書』も公開されています。 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nowpro.nar04_f&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=abuttha.android.project&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.okuma.RoppouZensho&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.okuma.RoppouZensho&hl=ja
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(6) 統計データ：アプリ De 統計 

 

 アプリ De 統計が総務省統計局 ・ 独立行政法

人統計センターより 2014 年 4 月 15 日提供さ

れていたことを Web 検索していて知り、インス

トールしました。「ちょっと調べ」には大変、重

宝します。気になるのが、行政の常ですが、「予

算がついたからこのアプリを制作した」、「予算が

つかないからデータのアップデートができない」

という状態に陥ることです。このアプリの存在が

広く知られ、継続的なデータのアップデートと内

容の拡充がされますように・・。 

 

 

(7) 統計データ：マップ De 統計 

   

 

 総務省統計局及び独立行政法人統計センターがタブレット端末で利用可

能な GIS 機能を有する統計情報提供アプリ「マップ De 統計」（主要機能： 

1) 現在地の表示、経路検索、面積測定等 2) プロット、エリアの作成・

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.stat.statapi001&hl=ja
http://www.nstac.go.jp/
http://www.nstac.go.jp/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.nstac.jstatmap&hl=ja
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表示・保存（PC 版「地図による小地域分析（jSTAT MAP）」とのデータ

連携）、3) 統計グラフの作成、4) 人口・世帯等に関する基本的小地域分

析レポートの作成）を開発・提供しています。Android 版、iOS 版があり、

タブレット端末ではありますが、Zenfone 2 Laser で「お試し版」を動

作させてみました。その結果、以下の地図のように表示デザインとして窮

屈な印象を受けました。 

 

 
人口に関する表示 

 

(8) 郵便番号と郵便料金：日本郵便 

 

 日本郵便の Web サイトの「郵便」、「郵便番号

検索」を閲覧することで郵便料金や郵便番号を調

べることができます。出先でも調べられるように

アプリの日本郵便をインストールしました。 

 

http://www.post.japanpost.jp/service/index.html
http://www.post.japanpost.jp/zipcode/index.html
http://www.post.japanpost.jp/zipcode/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.japanpost.post.postbox.android&hl=ja
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(9) 救命・応急手当の基礎知識 for ポケットメディカ 

  

 著者は普通救命講習

を受講しています。「忘

れないように」とアン

ドロイドアプリ「家庭

医学大全科」から「救

命・応急手当ての基礎

知識」を抜粋した「救

命・応急手当の基礎知

識 for ポケットメディ

カ」をインストールし

ています。 

 

(10) ChipRef（IC のピン配置） 

  

 著者は以前、IC の電

子回路を製作したこと

があります。そこで IC

の ピ ン 配 置 を 示 す

ChipRef をインストー

ルしてみました。 

 半導体のピン配置を

示すデータベースに

70,000 以上の製品に

対応の ”COMPONET 

PINOUTS!”（ダウンロ

ードサイズは約 6MB）

があります。 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%91%E5%91%BD%E8%AC%9B%E7%BF%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%91%E5%91%BD%E8%AC%9B%E7%BF%92
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.c2inc.medical.paid&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.c2inc.medical.paid&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.c2inc.medicallite.first&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.c2inc.medicallite.first&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.c2inc.medicallite.first&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.c2inc.medicallite.first&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redrobe.chipref&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=componentspinout.ammsoft.componentspinout&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=componentspinout.ammsoft.componentspinout&hl=ja
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2.4 電子書籍 

 

 電子書籍の始まりとされるProject Gutenbergで2015年12月現在、

50,000 冊の著作権の切れた ebook を無料でダウンロードできます。 

Project Gutenberg では HTML、Plain Text ファイルの他、実験とし

て ePub、Unicode Plain Text、Mobipocket、Plucker、QiOO Mobile

形式のファイルが提供されています。 

 日本では著作権の切れた作品（芥川竜之介、宮沢賢治などの作家の作品

の他、三遊亭円朝の落語、紫式部の「源氏物語」など）を電子化した青空

文庫で 13421 の作品（2015 年 12 月 22 日現在）を無料で読めます。 

 「世界中の情報を体系化して、アクセス可能で使いやすいものにする」

を企業ミッションとする Google の書籍の全文検索サービス「Google ブ

ックス」では 1,500 万冊を超える書籍がデジタル化され、検索の対象と

なっています。また、同社は学術論文検索サービス「Google スカラー」

を提供し、国内では国立情報学研究所（NII）の学術論文検索システム CiNii

と連携が図られ、そのアブストラクトも検索対象となっています。 

 2010 年頃、国内で電子書籍のブームが起き、現在、車内でタブレット

やスマートフォンを利用して読書する姿を目にする度に「着実に電子書籍

が普及している」と実感させられます。電子書籍のファイル形式を表 4、

Free で入手できる eBook に関するサイトを表 5 に示します。 

 ZenFone 2 Laser には Amazon Kindle を利用するためのアプリ

「Amazon Kindle」、電子書籍販売サイト eBookJapan を利用するため

のアプリ「電子書籍 (電子書籍・コミックリーダー ebiReader)」、凸版印

刷グループの電子書籍書店「BookLive!」から電子書籍の購入・閲覧する

ためのアプリ「BookLive! Reader for」がプリインストールされていま

す。この他、アプリとして「総合書店 honto」、「紀伊國屋書店 Kinoppy」、

「楽天 Kobo」などが公開されていてダウンロードして電子書籍の閲覧、

購入ができます。また、Google Play の書籍購入・閲覧アプリの「Google 

Play ブックス」をインストールで前者の利用を行なうこともできます。 

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.aozora.gr.jp/
http://www.aozora.gr.jp/
https://books.google.co.jp/
https://books.google.co.jp/
https://scholar.google.co.jp/
http://ci.nii.ac.jp/ja
http://ci.nii.ac.jp/ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ebookjapan.ebireader&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.booklive.reader&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dnp.eps.ebook_app.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.infocity.ebook&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rakuten.kobo&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.books&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.books&hl=ja
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表 4 電子書籍の形式 

分類 拡張子 概要 

テキスト形式 .txt プレーンなテキスト形式。 

青空文庫形式 .txt 青空文庫形式のテキストファイル（XHTML もあり） 

HTML 形式 .html ブラウザで閲覧可能な形式。 

XMDF 形式 .zbf シャープ(株)の開発でブンコビューアを使用。 

eBook Japan の電子書籍リーダーebiReader で対応 

Book 形式 .book eBook Japan の電子書籍リーダーebiReader で対応 

EBI 形式 .ebi eBookJapan の電子書籍フォーマット 

PDF 形式 .pdf Adobe の開発した形式。 

LIT 形式 .lit Microsoft Reader の電子書籍フォーマット 

MOBI 形式 .mobi Mobipocket 社の電子書籍フォーマット 

PRC 形式 .prc Mobipocket 社の電子書籍フォーマット（Parm 用） 

AZW 形式 .azw Kindle 専用の形式（.mobi 形式の拡張版） 

ePUB 形式 .epub IDPF の普及促進で Google ブックス、iBooks で採用。 

 

表 5 電子書籍(Free)、Free eBook の入手先 
書店名 URL アドレス 

青空文庫 （日本の書籍） http://www.aozora.gr.jp/ 

Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 

epubbooks http://www.epubbooks.com/ 

Wikisource, the free library http://en.wikisource.org/wiki/Main_Page 

Google ブックス http://books.google.co.jp/ 

Loyal Books http://www.loyalbooks.com/ 

Feedbooks http://www.feedbooks.com/ 

mobipocket http://www.mobipocket.com/ 

Free-ebooks.net http://www.free-ebooks.net/ 

The Bible in MP3 Audio 

Format 

http://audiotreasure.com/ 

 

 

http://www.aozora.gr.jp/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.epubbooks.com/
http://en.wikisource.org/wiki/Main_Page
http://books.google.co.jp/
http://www.loyalbooks.com/
http://www.feedbooks.com/
http://www.mobipocket.com/
http://www.free-ebooks.net/
http://audiotreasure.com/
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(1) ePub 形式などに対応する電子書籍リーダー 

 

 ePub 形式は電子書籍の一つの重要な形式で

す。そこで ePub 形式、MOBI 形式などに対応

し た 電 子 書 籍 リ ー ダ ー の ア プ リ と し て

FBReader をインストールしました。 

 

(2) 青空文庫 

  

 青空文庫のビュー

ワとして「縦書きビュ

ーワ」をインストール

しました。そして同ア

プリから IPA 明朝を

ダウンロードし、続い

て青空文庫から本を

ダウンロードするた

めの「青空プロバイ

ダ」をインストールし

ました。 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geometerplus.zlibrary.ui.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.example.android.npn2SC1815J.VerticalTextViewer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.example.android.npn2SC1815J.VerticalTextViewer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mizushimanet.AozoraProvider&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mizushimanet.AozoraProvider&hl=ja
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(3) Amazon Kindle 

 

 勉強会で松尾豊 (著)「人工知能は人間を超え

るか」を使うことになり、Amazon.co.jp で調

べると書籍 1,512 円のところ、Kindle 版 875

円で迷うことなく、Kindle 版を購入し、プリイ

ンストールの Amazon Kindle で読みました。 

 Windows PC で Kindle 版の電子書籍を閲覧

可能とするアプリ Kindle for PCが 2015年 1

月に提供開始されたことから Windows Tablet

の VivoTab Note 8（ASUS）にインストール

しました（それぞれ読みやすい文字サイズへ設

定）。現在でも印刷物の本が好きですが、読書に

ついて選択肢が増えました。 

 

(4) PDF リーダー 

 

 ZenFone 2 Laser はファイルマネージャー

から PDF ファイルを選べばその閲覧ができま

す。著者は ZenFone 2 Laser のユーザーマニ

ュアル、電車の時刻表などを microSD カードに

入れて活用しています。 

 Android から「Adobe Acrobat Reade」も

提供されています。 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=ja
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(5) audio book 対応 

 

 audio book が MP3 の free audio book と

してProject GutenbergやLoyal Books等か

ら入手できます。 

 プリインストールの音の再生アプリの「音楽」

（ASUS Music；Android 6.0 へのアップデ

ートで削除対象）と Google Play Music がさ

れ、いずれでも MP3 ファイルなどの音のデー

タを再生することができます。 

 

 

 

 

 

 

https://www.gutenberg.org/
http://www.loyalbooks.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.music&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.music&hl=ja
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2.5 新聞 

 

 

 マスメディアとして新聞、ラジオ、テレビに分

類されますが、インターネットの登場でメディア

の垣根が無くなりりつあることを実感させられ

ます。 

 各新聞はブラウザを用いて閲覧できる他、各紙

の専用アプリ（例えば「朝日新聞デジタル」、「毎

日新聞ニュース」、「日本経済新聞 電子版」など）

を提供しています。また、「新聞全紙無料」とい

ったアプリも公開されています。東日本大震災の

発生から約１週間、マスメディアの報道は東日本

大震災に関する内容に集中し、日本のメディアか

ら海外のニュース、そして東日本大震災とそれに 

よって引き起こされた東電福島第一原子力発電所の事故について海外でど

のように報道されているか知るのは難しい状況でした。インターネットの

海外のニュースサイトがこの著者の不満に対応してくれました。ブラウザ

でも閲覧できますが、テレビの項で紹介する BBC News などのニュース

サイトのアプリが活用できます。 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asahi.tida.tablet&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=mainichi.jp.appl&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=mainichi.jp.appl&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikkei.newspaper&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.allfree.newspaper&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=bbc.mobile.news.ww&hl=ja
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2.6 ラジオ 

 

 『インターネット時代のラジオ活用術 PJ-20 Maniac』（2012 年）

でラジオ番組の聞き方を表 6 にまとめました。ZenFone 2 Laser は電波

とインターネットの両方でラジオを楽しむことができます。 

 

表 6 ラジオ番組の聞き方 

聞き方 概要 

電波による放送 ラジオ電波をラジオ受信機で聴取 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ラ
ジ
オ 

IP サイマル放送 電波による放送と同じ内容を同時にインターネットで配

信（サイマルラジオ、radiko.jp、らじる★らじる）。 

ライブ 

 ストリーミング 

radiko.jp などと別立ての電波による放送と同じ内容を同

時にインターネットで配信するサービス 

オンデマンド オンデマンドによるコンテンツのストリーミング 

ポッドキャスト iTunes や RSS リーダーに登録することで番組が更新さ

れた時に通知したり、自動的にファイルのダウンロード 

ダウンロード インターネット上に公開の音声ファイルをダウンロード 

・ インターネットラジオの分類は、ラジオ NIKKEI のものを参考にしました。 

・ ライブストリーミング、オンデマンドを含めて Webcast といわれます。 

 

http://www.minami-nagareyama.org/editor/PJ20-maniac.html
http://www.radionikkei.jp/
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(1) FM ラジオ 

  
[東京] 東京 R1 

東京 R2 

東京 R3 

 
(90.5MHz; TBS ラジオ） 

(91.6MHz; 文化放送） 

(93.0MHz;ニッポン放送） 

 

 ZenFone 2 Laser はチューナーを内蔵し、ヘッドフォンのケーブルを

アンテナとして SDR * の手法により、プリインストールのアプリ「FM ラ

ジオ」で FM ラジオを聴取できます。設定の「帯域の選択」をヨーロッパ

ないしはアメリカとすることで 90.1MHz 以上の周波数が聴取可能で、

AM 放送の難聴又は災害対策として認められた FM 補完放送も聴取でき

ます。radiko でもこれらの放送を聴取できますが、「FM ラジオ」はデー

タ量を消費することなく聴取できるのがメリットです。 

 

*： SDR (Software Defined Radio；ソフトウェア無線)。著者は“LaVie 

Light BL350-CW Maniac”で紹介のようにネットブックに USB ワンセ

グチューナーDS-DT305 を組み合わせてエアーバンド受信に対応させて

います。 

 

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/fm-seibi.html
http://www.tij.co.jp/solution/jp/software-defined-radio-sdr-diagram
http://www.minami-nagareyama.org/editor/lavie350maniac.html
http://www.minami-nagareyama.org/editor/lavie350maniac.html
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(2) インターネットラジオ 

 

radiko.jp for Android 

  

らじる★らじる 

 

NHK WORLD RADIO JAPAN 

 

Google Play Music 

 

 

 インターネットラジオを利用することでAM放送も良好な音質で聴取で

きます。そこでアプリの radiko.jp for Android をインストールしました

（上の設定画面の「ドコモ基地局位置情報を使う」にチェックして使用）。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.radiko.Player&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nhk.netradio&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.nhkworld.radio.japan.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.music&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.radiko.Player&hl=ja
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radiko.jp は NHK のラジオ放送に対応していないため、「NHK ネットラ

ジオ らじる★らじる」、そして「NHK WORLD RADIO JAPAN」もイ

ンストールしました。14 の言語で放送される「NHK WORLD RADIO 

JAPAN」は語学学習をしている人にも役にたちます。 

 ZenFone 2 Laser にプリインストールの Google Play Music もその

アプリの紹介で「（インターネット）ラジオです」とされます（無料と定期

購読の 2 つの利用方法あり）。 

 東日本大震災を契機にコミュニティ放送局の重要性が認識されました。 

コミュニティ FM 放送局のインターネットサイマル放送は 2016 年 8 月

1 日現在、225 局で実施され、84 局がスマートフォンの JCBA インタ

ーネットサイマルラジオの Web サイトから選局できます（日本コミュニ

ティ放送協会（JCBA）より）。『インターネットサイマルラジオ』の Web

サイトから各局にアクセスでき、聴取には「Android 端末で聴取するため

には、J-ストリームが提供しているストリーミング動画プレイヤー及び

Adobe AIR を Play ストアからダウンロードする必要があります。」とさ

れ、著者は Adobe Air のインストールで聴取可能になりました。なお、

インターネットサイマルラジオの聴取には Javascript が必要ですが、著 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nhk.netradio&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nhk.netradio&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.nhkworld.radio.japan.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.music&hl=ja
http://www.jcbasimul.com/
https://www.stream.co.jp/company/news/press/2012/09/27/1126/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.air&hl=ja
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者は前述のように不要な広告表示を防ぐため、Chrome の Javascript の

設定はブロックとしていて、「特定のサイトに対して Javascript を許可し

ます」の「サイトを追加」で www.jcbasimul.com を登録して聴取できる

ようにしています。 

 インターネットラジオはアプリの「FM ラジオ」と異なり、アンテナ代

わりとなるヘッドフォンを接続しなくても内蔵スピーカーで聴取でき、

様々なラジオ局を聴取できる魅力があります。なお、IIJmio の SIM の使用

からアプリの「みおぽん」をインストールしていて、IIJmio クーポンスイ

ッチを OFF（高速通信 OFF）で使用しても音質は良好と思います（「格安

SIM カード」は仕事に使えるか？」（第 13 回；ITmedia エンタープライ

ズ）の記事では 30～40M バイト/時の通信量の消費とされます）。 

 

【ポッドキャスト】 

  

 Windows PC には

iTunes をインストー

ルしてポッドキャスト

に対応させています。

Android用のアプリと

してこの iTunes と

Androidデイバイスを

同期させるものもあり

ますが、「直接、ポッド

キャストに対応するア

プリを」で探したとこ

ろ各種あり、その中か 

ら Podcast & Radio Addict をインストールしました。 

 表 7 にポッドキャストを利用できる Web サイトの一部を紹介します。

VOA の番組は英語を学んでいる人に役に立つと思います。国内のラジオ

各局から同サービスが提供されています。 

http://www.jcbasimul.com/
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/1403/05/news018.html
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/1403/05/news018.html
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/1403/05/news018.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bambuna.podcastaddict
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表 7 ポッドキャストのある Web サイト 

Web サイト名と URL アドレス 

NHK ラジオポッドキャスト 

http://www.nhk.or.jp/podcasts/ 

NHK WORLD English 

http://www.nhk.or.jp/nhkworld/index.html 

・ Radio and Podcast で Windows Media と MP3 の選択肢で後者を選ぶ。 

ポッドキャスト  スタイル  ラジオ NIKKEI 

http://www.radionikkei.jp/style/podcast/ 

毎日新聞ポッドキャスト WEEKLY powered by ココログ 

http://mainichi-podcasting.cocolog-nifty.com/weekly/ 

Podcasts Learning English（VOA: Voice of America） 

http://www1.voanews.com/learningenglish/podcasts/ 

Podcasts  English（VOA: Voice of America） 

http://www1.voanews.com/english/podcasts/ 

・Audio Podcasts の Listen を選ぶことで MP3 ファイルをダウンロード 

BBC – Podcasts 

http://www.bbc.co.uk/podcasts 

・ 番組を選んで Download で MP3 ファイルをダウンロード 

 

(3) エアーバンド受信 

 

 USB ワ ン セ グ チ ュ ー ナ ー

DS-DT305 を入手し、ネットブッ

クでエアーバンド受信に対応した

ことを“LaVie Light BL350-CW 

Maniac”で書きました。「Android

スマートフォンでエアーバンド受

信は？」と Web 検索し、Google 

Play で Air Band Receiver が公開

さ れ て い る の を 見 つ け ま し た

（ RTL2832U 内 蔵 が 条 件 で

DS-DT305 は OK）。 

 K's Memo-Random で「エアバンド専用 SDR アプリ”Air Band 

Receiver”」として導入事例が紹介されています。 

 

http://www.nhk.or.jp/podcasts/
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/index.html
http://www.radionikkei.jp/style/podcast/
http://mainichi-podcasting.cocolog-nifty.com/weekly/
http://www1.voanews.com/learningenglish/podcasts/
http://www1.voanews.com/english/podcasts/
http://www.bbc.co.uk/podcasts
http://www.zox-net.com/products/tv/ds-dt305/
http://www.minami-nagareyama.org/editor/lavie350maniac.html
http://www.minami-nagareyama.org/editor/lavie350maniac.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airbandreceiver&hl=ja
http://kenshi.air-nifty.com/ks_memorandom/2016/06/sdrair-band-rec.html
http://kenshi.air-nifty.com/ks_memorandom/2016/06/sdrair-band-rec.html
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2.7 テレビ 

 

 2.6 型の小型液晶テレビ LVD242（SEIKO）を使用していましたが、

ZenFone 2 Laser の 5 型のディスプレイは十分、テレビを楽しめます。

映像データは通信データ量が多く、著者はなるべく Wi-Fi 環境での使用と

し、CPU 負荷が高くバッテリーの消費量が多いことにも注意しています。 

（例えば「格安 SIM カード」は仕事に使えるか？ 第 14 回（ITmedia）

で Youtube の動画 5 分再生で 14.5M バイト通信とされます。） 

 Android のアプリとして民放公式テレビポータル「TVer（ティーバー）」

や TOKYO MX の「テレビが無料で視聴できる！エムキャス」など、テレ

ビ視聴に対応するものがあります。 

 ZenFone 2 Laser はフルセグ対応テレビチューナーと組合せて地デジ

の視聴も可能です。 

 

(1) YouTube 

 

 

LVD242（SEIKO）と ZenFone 2 Laser 

 

 ZenFone 2 Laser には YouTube for Google TV がプリインストー

ルされていて様々な映像を楽しむことができます。 

http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/1403/12/news015.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hamitv.hamiand1&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hamitv.hamiand1&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mxtv.mcas&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube.googletv&hl=ja
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(2) BBC News , NHK WORLD TV Live 

   

 

 

 Android 用のアプリとして BBC News があ

ります。そのニュース映像を視聴するため、BBC 

Media Player をインストールしました。 

 NHK WORLD の提供する NHK WORLD TV

も視聴できるようにアプリの NHK WORLD TV 

Live もインストールしました。 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=bbc.mobile.news.ww&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.uk.co.bbc.android.mediaplayer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.uk.co.bbc.android.mediaplayer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.nhkworld.tv
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.nhkworld.tv
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(3) TED 

  

 NHK E テレで「ス

ーパープレゼンテー

ション」として TED

が 放 送 され て いま

す。その大元となる

TED トークはインタ

ーネットで公開され

ていることからアプ

リのTEDをインスト

ールし、ZenFone 2 

Laser で視聴できる

ようにしました。 

 

(4) NHK ニュース・防災アプリ 

 

 2.2 の「(14) 緊急地震速報」と関連しますが、

NHK から 2016 年 7 月 27 日に案内のあった

『NHK ニュース・防災アプリ』もインストール

しました。 

 NHK の公式アプリの NHK ニュース・防災ア

プリは最新ニュースや登録した地点の気象警

報・注意報や放送中の台風などのニュースのライ

ブ映像が確認でき、重宝します。 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ted.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.news&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.news&hl=ja
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(5) TV チューナーで地デジ 

 “ASUS VivoTab Note 8 notes” で触れたようにフルセグ対応テレ

ビチューナーPIX-DT300（ピクセラ）の付属もこのタブレット PC 購入

理由でした。PIX-DT300 は Android™ 端末対応とされることから、ア

プリの「モバイル TV (Station TV) 動作確認ツール」をインストールし

て対応を確認し、「モバイル TV (StationTV)」をインストールして地デ

ジがフルセグで視聴できるようになりました（電波状態が悪い場合はワン

セグに自動切換え）。消費電力から常用することはありませんが、スマート

フォンでもテレビが見られる環境ができたのは便利です。 

 

  

動作確認ツールの表示 

http://www.minami-nagareyama.org/editor/VivoTab_Note8-notes.html
http://www.pixela.co.jp/products/mobile/pix_dt300/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pixela.px01.stationtv.localtuner.checker.px.app&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pixela.px01.stationtv.localtuner.full.app&hl=ja
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2.8 宇宙関係 

 

 宇宙は著者の関心分野です。 

 

(1) NASA App 

 

 ZenFone 2 Laserに NASA Appをインスト

ールしました。"Missions", "Images", "Videos", 

"Tweets", "TV & Radio", "News & Features", 

"Centers", "Featured", "Programs" で構成さ

れ、Wi-Fi に接続して ISS の中継なども見ること

ができます。スマホでこのようなコンテンツにア

クセスできるのは宇宙好きにはうれしいもので

す。 

 

(2) 天体観測アプリ 

  

 天体観測アプリとし

て Google Sky Map

をインストールしまし

た。夜空に ZenFone 2 

Laser をかざしながら

天体の位置が確認でき

ます。 

 AstroArts の星図表

示アプリ「スマートス

テラ」（480 円）も魅

力です。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&hl=ja
http://www.astroarts.co.jp/products/smartstellar/index-j.shtml
http://www.astroarts.co.jp/products/smartstellar/index-j.shtml
http://www.astroarts.co.jp/products/smartstellar/index-j.shtml
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(3) シンプル月齢カレンダー 

 

 月の写真を時々、撮影しています。そこで月齢

のわかる「シンプル月齢ウィジェット」を

ZenFone 2 Laser にインストールしました。

このアプリがリニューアルして「シンプル月齢カ

レンダー」が登場したため、これに更新しました。

なお、「シンプル月齢ウィジェット」は「シンプ

ル月齢カレンダー」のインストールに際して自動

的にはアンインストールされませんので、そのア

ンインストール処理が必要です。 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SimpleMoonPhaseWidget&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fxwill.simplemoonphasecalendar&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fxwill.simplemoonphasecalendar&hl=ja
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2.9 様々な道具に変身 

 

 1.(4)で触れた ZenFone 2 Laser に内蔵の様々なセンサについて表 8

にまとめます。そしてこれらに対してひとつのアプリの中で様々な計測機

能を提供するマルチ測定ツール、スマートツール、Tool Box (Free)、ス

マートツール無料などがあります。 

 

表 8 スマートフォンの内蔵センサと ZenFone 2 Laser の内蔵センサ 

センサ名 測定対象 内蔵 

LOCATION: 

GPS 

位置 ○ 

ACCELEROMETER: 

加速度センサ 

慣性 ○ 

LIGHT: 

輝度（照度）センサ 

周囲の明るさ ○ 

MAGNETIC FIELD: 

磁界（磁気）センサ 

磁界（磁気）の大きさや方向を計測 ○ 

ORIENTATION: 

方位センサ（電子コンパス） 

水準器 ○ 

PROXIMITY: 

近接センサ 

対象物の近接を検知 ○ 

BATTERY STATUS: 

電圧 

電圧計 ○ 

SOUND LEVEL: 

音響センサ 

音の大きさを計測 ○ 

GRAVITY: 

重力センサ 

重力（静的加速度）を計測 - 

LINEAR ACCELERATION 

重力加速度を除いた加速度センサ 

X 軸、Y 軸、Z 軸の 3 方向の加速度を計

測 

- 

GYROSCOPE 

ジャイロスコープ 

角速度センサ、傾きを計測 - 

ATMOSPHERIC PRESSURE 

気圧センサ 

気圧を計測 - 

TEMPERATURE 

温度センサ 

温度を計測 - 

RELATIVE HUMIDITY 

湿度センサ 

湿度を計測 - 

指紋センサ 指紋を検出 - 

・ 輝度（照度）センサは ZenFone 2 Laser の仕様の光センサに対応。 

・ カメラ用の赤外線レーザーが距離計としても使用 
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 ZenFone 2 Laser にプリインストールのアプリ（50cm まで測定のレ

ーザー測距アプリ Laser Ruler 等）もあり、『Android アプリ 厳選カタロ

グ 1000! 』（2015 年 5 月、TJMOOK）などの書籍や Web の情報を参

考に内蔵センサを有効活用できるアプリをインストールしました。そして

アプリを調べる過程で、keuwlsoft から各種の計測関連のアプリが提供さ

れているのを発見し、計測工学を学んだことを思い出し、嬉しくなってし

まいました。 

 以下にインストールした計測用アプリを参考までに紹介します。なお、

複数のアプリをインストールして比較したものもありますが、「最良のアプ

リ」を選んでいるとはいえませんのでご了解ください。 

 

(1) 水準器と傾斜計 

 加速度センサと磁界（磁気）センサを組合せて水準器・傾斜計として使

用できるようにしたアプリ Spirit Level（keuwlsoft）をインストールし

ました。 

 

  

 

(2) 輝度（照度）センサ 

 岩崎電気が明るさ測定アプリ『QUAPIX Lite(クオピクス ライト)』を提

供していて「照度」、「輝度」、「目立ち」を測定できることからこれをイン

ストールしました。輝度測定に際して撮影ボタンを軽く短時間触れると上

の画像が得られます（輝度測定に際してカメラボタンを長押ししてしまう

とファイル表示となるため、操作の際は注意）。また、同アプリの操作方法 

https://www.asus.com/zentalk/in/thread-55408-1-1.html
https://play.google.com/store/apps/developer?id=keuwlsoft&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.spiritlevel&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eyelighting.lighitinglab.quapix_lite
http://www.iwasaki.co.jp/product/products_data/quapix/android.html
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照度測定 

 

輝度測定（例の対象は照明器具） 

 

で照度計に対するこのアプリの補正方法についても解説されています。 

 

■ 露出計 

 

 

DIGILITE L-318（SEKONIC）と並べて 

 

 

 カメラ内蔵の露出計は反射光式で測定のため、「物」の表面状態などに影

響されますが、入射光式の露出計を被写体の近くへもっていき、測定すれ

ばその影響を低減でき、特に「物」の比較撮影などで安心です。そこで「試

しに」と Light meter for photo をインストールしました。L-318 と並

べて測定したところ、計測値は異なり、「実務ではやはり専用の露出計」と

なりましたが、「露出計とは」を学ぶのに活用できるアプリです。 

https://play.google.com/store/apps/details?
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(3) 金属探知機 

 

 ZenFone 2 Laser 内蔵の磁界（磁気）セン

サで磁場の値を測定するアプリ「金属探知機 : 

Metal Detector」をインストールしました。 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.metal
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.metal
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(4) keuwlsoft の計測器群 

 
SPL Meter 

 
Audio Frequency 

Counter 

 
Spectrum Analyser 

 
Gauss Meter 

 
Pulse Echo Sonar 

Meter 

 
Wifi Analyser 

 

 keuwlsoft から各種の計測用のアプリが提供されていて著者は表 9 の

アプリをインストールしました。スマートフォンでこのような機能が実現

できるのは嬉しくなります。 

https://play.google.com/store/apps/dev?id=6082914357148822158&hl=ja
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表 9 keuwlsoft の計測用アプリ 

計測器アプリ名 概要 

SPL Meter 
(Sound Pressure Level Meter) 

音圧レベルメーター 

周波数スペクトルを表示 

Audio Frequency Counter 可聴周波数計。マイクを入力として周波数をカウン

ト。波形を見ることも可能。 

Spectrum Analyser スペクトラムアナライザー 

オーディオ用のスペクトラムアナライザ 

Gauss Meter 電磁波測定器。 

Pulse Echo Sonar Meter 音響パルスを発生してマイクでそのエコーを検出し、

音響特性を評価する計器。 

Wifi Analyser 近くの Wi-Fi の強さをモニターする計器。 

備考：例えば内蔵マイクの特性が不明のため、専用の測定装置のようには使えませんが、

とり合えず測定し、後日、専用の測定装置と比較することで目安を得ることができます。 

 

(5) 騒音測定器 

 

 内蔵マイクを使って簡易騒音測定器として使

用できるアプリのSound Meterもインストール

しました。内蔵マイクの感度や周波数特性など不

明で専用の測定装置のような精度は期待できま

せんが、人間が周囲の暗騒音の影響を受け、また、

体調によっても聞こえが異なることに対して、客

観的な評価を可能とするツールとして有効と考

えられます。 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.splmeter&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.audiofrequencycounter&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.spectrumanalyzer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.gaussmeter&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.pulseechosonar&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.wifi&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ja
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(6) ファンクション・ジェネレータ 

 

 様々な波形、周波数による信号出

力を可能とするアプリの Function 

Generator が Keuwlsoft から提供

されていて、これも ZenFone 2 

Laser にインストールしました。 

 

(7) ピアノ、ギター 

 

 

 

 

 近年は楽器を触れることが少な

くなりましたが、やはり楽器は好き

です。そこでアプリのリアル・ピア

ノとリアル・ギターをインストール

しました。 

 前者は Piano, Grand Piano, 

Cello Pizzicato, Accordion, 

Harp, Pipe Organ, Electric 

Guitar, Harpsichordの音を選択で

き、Cmaj7 といったコードを奏で

ることもできます。 

 後 者 は Chord Mode 、 Solo 

Mode があり、2 種類のアコーステ

ィックギターの音質から選べ、コー

ドブックとしても使用できます。 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.functiongenerator&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.functiongenerator&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gismart.realpianofree&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gismart.realpianofree&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gismart.guitar&hl=ja
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(8) ギターチューナー 

 

チューニング 

 

メトロノームの機能 
 

ギターコードの指板図 

 
基準音のピッチの変更は設

定の画面から 

 

 
CHROMATIC TUNER WT-12(KORG) 

 

 セミアコースティックギターなどを保有し、CHROMATIC TUNER 

WT-12(KORG)もあることからチューナのアプリをインストールする必

要はないのですが、「試しに」と Guitar Tuna をインストールしました。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovelin.guitartuna&hl=ja
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このアプリ、チューニングだけでなく、メトロノーム、ギーターコード、

アプリを用いた音楽ゲーム、スキルテストなどの機能があり、「ギターにこ

れから取り組もう」という人に役立ちます。 

 

【BOSS Tuner App】 

  

 BOSS Tuner App

が Google play ストア

の「あなたへのおすす

め」にありました。懐

かしい名称にメトロノ

ー ム は Metronome

（keuwlsoft ）で対応

可能で Guitar Tuna

をアンインストール

し、本アプリをインス

トールしました。 

 

(9) メトロノーム 

 

 前出の SPL Meter を提供する keuwlsoft か

ら Metronome もアプリとして提供されている

ため、ZenFone 2 Laser にインストールしま

した。 

https://www.boss.info/jp/products/boss_tuner_app/
https://www.boss.info/jp/products/boss_tuner_app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.metronome&hl=ja
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(10) その他 

 マイクを使用する RPM（回転数）計測ツールとして Giri -The RPM 

Checker、Acoustic Tachometer (RPM) （エンジンの回転数測定用）

などがあるの見つけました。 

 近接センサ（proximity sensor）を用いた回転数計として RPM meter

があるのを見つけました。 

 振動測定などのために振動計、地震計のアプリがあります。 

 なお、これらの計測のアプリは現在のところ、著者はインストールして

いません。 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nas.giri&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nas.giri&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.javiery.rpmgauge&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rpmmeter&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rpmmeter&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.vibration&hl=ja
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2.10 システム関連 

 

(1) クイック設定 

 

 ディスプレイ上部のステータスバーを下方向

にスライドするとシステム通知パネルが表示さ

れ、それをさらに下方向にスライドするとクイッ

ク設定が表示されます。そして様々な機能の

ON/OFF をワンタップで切り替えできます。 

 

(2) ホーム画面の管理 

 

 ホームページ画面上を長押し、または下から上

にスワイプすると[ホーム画面の管理]画面が表

示され、各ボタンから次の設定ができます（「NIF

の楽園」の解説が参考となります）。 

 

設定項目 概要 

アプリ＆ 

 ウィジェット 

すべてのアプリを表示 

ホームを編集 [ホームを編集]画面に移動 

壁紙 壁紙を設定 

アイコンパック [アイコンパック]を設定 

ZenUI テーマ [テーマ]を設定 

アプリをロック [ロックアプリ]画面に移動 

ユーザー設定 [ユーザー設定]画面に移動 

システムの設定 端末の[設定]画面に移動 

その他 評価の協力など 
 

http://solodc2011.com/zenfone-3/zenui/zenui-launcher-1
http://solodc2011.com/zenfone-3/zenui/zenui-launcher-1
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(3) ZenFone ケア 

 

 ZenFone 2 Laser にプリインストールのア

プリ「ASUS サポート」は「Zenfone ケア」に

デザインを含め、更新されました。「ASUS サポ

ート」と「Zenfone ケア」を比較すると、「アシ

スト」、「ZenUI FAQ」、「メッセージボード」は

ほぼ同じで「モバイルケア」は「ASUS モバイ

ルマネージャー」へのリンクとなり、「オンライ

ンチャット」、「ASUS に問い合わせる」が追加

されました。 
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(4) ASUS モバイルマネージャー 

   

   

 

 「ASUS モバイルマネージャー」は「データ使用」（今月のデータ使用

量を表示するとともに、モバイルデータの上限を設定）、「バッテリー」（バ

ッテリモード（パフォーマンス、スマート、省電力、スーパー節約、カス

タマイズ）の設定、スマート切り替え（電池残量が 10%以下でスーパー

節約モードに自動切り替え）、スケジュールに基づいて切り替え（23:00 – 
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8:00 の省電力モードの適用））；電池の表示でバッテリの使用状況 時間：

残量が表示）、「メモリ解放」、「通知」（通知をブロックし、スパムを防ぐ）、

「プライバシーとセキュリティ」（Avast；ウィルス定義バージョンのアッ

プデートを行なうこと）、「パーミッション」（アプリの権限、自動起動マネ

ージャーの設定）の機能があります。 

 

(5) デバイス検査 

  

 デ バ イ ス 検 査 で

ZenFone 2 Laser の

ハードウェアがテスト

が行なえます。 
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(6) Mobile Security & Antivirus、Avast Cleanup & Boost 

  

 ウイルス対策のアプ

リ と し て Mobile 

Security & Antivirus

をインストールしまし

た。 

 Mobile Security & 

Antivirus のインスト

ールに併せてキャッシ

ュ&ジャンク クリーナ

ー  ア プ リ  Avast 

Cleanup & Boost を

インストールしまし

た。 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.mobilesecurity&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.mobilesecurity&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.cleaner&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.cleaner&hl=ja
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3. PixelMaster Camera 

 

 1. (4)でカメラのハードウェアについて解説しました。この内蔵カメラ

はアプリ「ASUS PixelMaster Camera」でコントロールされます（ASUS 

日本の Web サイトで PixelMaster Camera の特長が紹介されています）。

このアプリは手ブレ補正に対応し、「自動で連続した画像の比較を行いブレ

を探知し、撮影された写真や動画は必要に応じて行われるスマートなフレ

ームシフトによって、安定した撮影が可能」とされます（手ブレ補正の技

術は芹田保明「ディジタルカメラの手ぶれ補正機構」（『光学』（第 33 巻 9

号、2004 年 9 月）の解説がわかりやすいです）。ZenFone 2 Laser ユ

ーザーマニュアルの「Chapter 6: カメラ機能」（p.97～113）で ASUS 

PixelMaster Camera について解説がありますが、詳しい設定にまでには

踏み込んでいません。また、ライブドアニュースの「ZenFone 2 Laser」

向けのカメラアプリ「ASUS PixelMaster Camera」のバージョンアップ

で紹介される内容も反映されていません。そこで ASUS PixelMaster 

Camera の機能について著者が確認した内容を次に紹介します。 

 

(1) 基本操作 

 
カメラ操作の基本画面 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.camera&hl=ja
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 ASUS ZenFone 2 Laser のメニュー画面のカメラのアイコンを選択す

ると左右に次のアイコンが表示されます（ASUS ZenFone 2 Laser の長

手方向を横にした状態。以下同）。また、ディスプレイ上に現在の撮影モー

ド、フォーカス・露出のガイド位置、そして撮影条件によって撮影モード

のローライトモードや HDR モードの選択をアドバイスするメッセージが

表示されます。 

 

 [フラッシュ機能の切替] 自動発光、強制発光、発光禁止を切替 

 [F カメラと R カメラの切替] 前面カメラと背面カメラの切替 

 [設定の調整] 各撮影モードの設定メニューを表示 

 [ギャラリーの参照] 撮影した画像を表示 

 

 

[撮影モードの切替] オート撮影とマニュアル撮影のワンタッチ切

替（Ver. up で追加） 

 [写真撮影] 写真撮影時のシャッターボタン 

 [動画撮影] 動画撮影時の START/STOP ボタン 

 [カメラの詳細設定] 撮影モードの選択メニューを表示 
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(2) 撮影モード 

 

背面カメラで利用可能な撮影モード 

 

 

前面カメラで利用可能な撮影モード 
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表 10 撮影モード一覧 

 撮影モード R  F 

1 オート撮影  ・・・ カメラ任せで撮影 ★ ★ 

2 マニュアル撮影 ・・・ WB を色温度、S（シャッター速度）を数

値、フォーカスを距離で直接設定して撮影可能 

★  

3 HDR  ・・・ 明暗部分を強調（明るい場所での撮影に適する） ★ ★ 

4 美人エフェクト  ・・・ 顔を検出してより美しくハンサムに加工可 ★ ★ 

5 超 解 像 度  ・ ・ ・  51M(8192x6144(4:3)), 

38M(8192x4608(16:9)), 32M(6528x4896(4:3)), 

24M(6528x3672(16:9)), 21M(5184x3888(4:3)), 

16M(5184x2916(16:9)), 13M(4096x3072(4:3)), 

9M(3840x2160(16:9))の設定で撮影 

★  

6 QR コード ・・・ QR コードを読み取って QR コードに対するア

クションを起こす。（バーコードには対応しないため、アプリの QR コ

ードスキャナーで対応） 

★  

7 ローライト  ・・・ カメラの光感度をノイズを抑えながら、明るさ

を通常の約 400％、コントラストは約 200％もアップさせ、暗闇で

見 え に く か っ た も の で も 鮮 明 に 写 し 出 す （ 背 面 カ メ ラ は

3M(2048x1536(4:3)), 2M(1920x1080(16:9))から選択。前面

カメラは 1M（1280x720(16:9)）） 

★ ★ 

8 夜景  ・・・ 夜間や暗い場所での撮影に適する（背面カメラは 13M

～2M. 前面カメラは 5M～2M） 

★ ★ 

9 単焦点 ・・・ クローズアップ撮影 ★  

10 エフェクト撮影  ・・・ エフェクト（LOMO、ビンテージ、ロマン

チック、色合い、グレイスケール、鉛筆、漫画、エッジ、セピア、ネ

ガ、ピクセル化）をかけた撮影。 

★ ★ 

11 自分撮り  ・・・ リアカメラを使って顔検出機能により自分撮り（グ

ループ撮り）を行なう（前面カメラは「自分撮りパノラマ」） 

★ ★ 

12 GIF アニメーション  ・・・ GIF アニメーション写真を作成可

（1M(1280x720(16:9)), 0.3M(640x480(4:3))から選択） 

★ ★ 

13 パノラマ ・・・ 矢印に沿ってカメラを動かすことで画像が自動合

成され、パノラマ写真となる 

★  

14 ミニチュア ・・・ 写真・動画の撮影時にボケ効果を追加し、ミニ

チュア写真風の効果 

★  

15 タイムシフト撮影 ・・・ シャッターを押す 2 秒前から 1 秒後まで

を自動で連続撮影。最大 31 枚の写真の中から、1 枚選ぶことが可能。

リアカメラでのみ使用可。2M(1920x1080(16:9)) 

★  

16 スマートリムーブ ・・・ 撮影した後に不要な部分を削除可能 ★  

17 オールスマイル ・・・ シャッターボタンを押すと回を検出して自

動的に最大 5 枚撮影 

★  

18 ス ロ ー モ ー シ ョ ン   ・ ・ ・  ス ロ ー モ ー シ ョ ン 再 生

（FullHD(1920x1080), HD(1280x720), TV(640x480)） 

★ ★ 

19 低速度撮影  ・・・ 低速度撮影再生用の静止写真を自動的に撮影 ★ ★ 
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表１1 PixelMaster Camera の撮影モードと可能な設定 
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 [カメラの詳細設定]を選択すると撮影モードのメニュー画面が表示され

ます。背面カメラは表10の19の撮影モード（標準設定は「オート撮影」）、

前面カメラは★印をつけた 10 の撮影モード（標準設定は「美人エフェク

ト」）が選択可能です。各撮影モードに対して設定可能な項目を表 11 にま

とめます。 

 各撮影モードから次に背面カメラのオート撮影とマニュアル撮影の詳細

設定について紹介します。 

 

1) オート撮影 

 カメラ任せで撮影する場合に使用しますが、[設定の調整]を選択するこ

とで詳細設定のメニューが表示され、表 12 の設定が可能です。 
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表 12-1 オート撮影の設定 

項目 内容 

カメラ  

【画像】  

ホワイトバランス オート、曇り、昼光、蛍光灯、白熱灯 

ISO オート、50, 100, 200, 400, 800 

明るさ -2～0～+2 (1/3 ステップ) 

最適化 オート、オフ、マニュアル* 

* : 「最適化」をマニュアル選択時 

彩度 -3～+3（0.25 ステップ） 

コントラスト -3～+3（0.25 ステップ） 

鮮明度 -3～+3（0.25 ステップ） 

ノイズ削減 -3～+3（0.25 ステップ） 

逆光 -3～+3（0.25 ステップ） 

細部強調 -3～+3（0.25 ステップ） 
 

カメラ解像度 13M 4096x3072(4:3) 

10M 4096x2304(16:9) 

 8M 3264x2448(4:3) 

 6M 3264x1836(16:9) 

5M 2592x1944(4:3) 

4M 2592x1458(16:9) 

3M 2048x1536(4:3) 

2M 1920x1080(16:9) 

手ブレ補正 オート、オフ 

画質 ファイン、スタンダード 

タイムスタンプ オン、オフ 

【シューティングモー

ド】 

 

タッチシャッター オン、オフ 

セルフタイマー 2 秒、5 秒、10 秒、オフ 

連続撮影 ターボ、高速、低速、オフ 

【フォーカス＆露出】  

フォーカスモード スマート・オートフォーカス、CAF、無限遠 

測光モード 中央部重点平均測光、平均 

タッチ自動露出 オン、オフ 

顔認識 オン、オフ 

ビデオ録画  

【画像】  

ホワイトバランス オート、曇り、昼光、蛍光灯、白熱灯 

明るさ -2～0～+2(1/3 ステップ) 

動画の解像度 Full HD 1920x1080, HD 1280x720, TV 640x480 

手ブレ補正 オン、オフ 

ビデオ設定 パフォーマンス、品質 

【フォーカス＆露出】  

タッチ自動露出 オン、オフ 
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表 12-2 オート撮影の設定 

項目 内容 

その他  

【表示】  

スマートな明るさ オン、オフ 

ガイドライン オン、オフ 

情報 オン、オフ 

レビュー継続時間 1 秒、3 秒、5 秒、無制限、オフ 

バーストレビュー オン、オフ 

撮影時のシャッター画像 オン、オフ 

【その他】  

場所サービス オン、オフ 

ちらつき防止 50Hz、60Hz 

省電力モード 1 分、3 分、5 分、オフ 

音量ボタン押した時の

設定 

ズーム、シャッター 

保存先 内部ストレージ、MicroSD 

デフォルト設定に戻す  

 

 

情報______ 

 

 

・ チュートリアル 

 「カメラの使用方法を学ぶことができます。」と書かれていますが、フク

ロウボタンとタッチフォーカスについて記載されるのみです。 

・ フィードバック＆ヘルプ 

・ 問題を報告する 

・ 評価にご協力ください 

・ バージョン  2.0.67.0_160727 
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2) マニュアル撮影機能 

 オートと異なり、WB（ホワイトバランス）を色温度、S（シャッター速

度）を数値、フォーカスをピントを見ながら直接に設定できます。 

 

 
WB, EV, ISO, S, フォーカスのアイコン

を選択することで各項目の設定 

 
WB 

 
EV 

 
ISO 

 
S（シャッター速度） 

 
フォーカス 
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表 13-1 マニュアル撮影機能の設定 

項目 内容 

カメラ  

【画像】  

ホワイトバランス AUTO, 2500K～6500K (50K ピッチ) 

ISO AUTO, 50, 100, 200, 400, 800 

EV（明るさ） -2～0～+2 (1/3 ステップ) 

S AUTO, 32s, 16s, 8s, 4s, 2s, 1s, 1/2s, 1/4s, 1/8s, 

1/15s, 1/30s, 1/60s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 

1/1000s 

AF AUTO, 50mm～∞ 

設定  

【画像】  

彩度 -3～+3（0.25 ステップ） 

コントラスト -3～+3（0.25 ステップ） 

鮮明度 -3～+3（0.25 ステップ） 

ノイズ削減 -3～+3（0.25 ステップ） 

逆光 -3～+3（0.25 ステップ） 

細部強調 -3～+3（0.25 ステップ） 

カメラ解像度 13M 4096x3072(4:3) 

10M 4096x2304(16:9) 

 8M 3264x2448(4:3) 

 6M 3264x1836(16:9) 

5M 2592x1944(4:3) 

4M 2592x1458(16:9) 

3M 2048x1536(4:3) 

2M 1920x1080(16:9) 

手ブレ補正 オート、オフ 

画質 ファイン、スタンダード 

タイムスタンプ オン、オフ 

【シューティングモー

ド】 

 

タッチシャッター オン、オフ 

セルフタイマー 2 秒、5 秒、10 秒、オフ 

連続撮影 ターボ、高速、低速、オフ 

【フォーカス＆露出】  

フォーカスモード スマート・オートフォーカス、CAF、無限遠 

測光モード 中央部重点平均測光、平均 

タッチ自動露出 オン、オフ 

顔認識 オン、オフ 

ビデオ録画  

【画像】  

ホワイトバランス オート、曇り、昼光、蛍光灯、白熱灯 

明るさ -2～0～+2(1/3 ステップ) 

動画の解像度 Full HD 1920x1080, HD 1280x720, TV 640x480 

手ブレ補正 オン、オフ 
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表 13-2 マニュアル撮影機能の設定 

項目 内容 

【フォーカス＆露出】  

フォーカスモード スマート・オートフォーカス、CAF、無限遠 

測光モード 中央部重点平均測光、平均 

タッチ自動露出 オン、オフ 

顔認識 オン、オフ 

その他  

【表示】  

スマートな明るさ オン、オフ 

ガイドライン オン、オフ 

情報 オン、オフ 

ヒストグラム オン、オフ 

測斜 オン、オフ 

レビュー継続時間 1 秒、3 秒、5 秒、無制限、オフ 

バーストレビュー オン、オフ 

撮影時のシャッター画像 オン、オフ 

【その他】  

場所サービス オン、オフ 

ちらつき防止 50Hz、60Hz 

省電力モード 1 分、3 分、5 分、オフ 

音量ボタン押した時の

設定 

ズーム、シャッター 

保存先 内部ストレージ、MicroSD 

デフォルト設定に戻す  
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(3) カメラ用アプリ 

 ASUS Zenfone 2 Laser に決めたのは 1.で解説のように富士フィルム

の Android 用のアプリでリモート撮影できることも大きな理由でした。 

 

a. FUJIFILM Camera Remote 

 

 
FinePix F1000EXR（FUJIFILM） 

 

 FUJIFILM Camera Remote は「富士フィルムの無線 LAN を搭載した

デジタルカメラをスマートフォン（タブレット）からリモートコントロー

ル可能なアプリケーションです。設定を変更しながらリモート撮影ができ

たり、カメラ内の画像を１コマずつ送信したり、スマートフォン（タブレ

ット）の大きな画面で閲覧・受信（最大 30 枚一括受信可能）することが

できるアプリケーションです。また、スマートフォンで取得された位置情

報をカメラの位置情報サーチ機能で、カメラに取り込めます。」とされます。 

 FinePix F900EXR から FinePix F1000EXR に更新したのはこのアプ

リを使用したいためで、離れた場所からズーム操作、画像を確認しながら

のリモート撮影ができることで強力な撮影機材に変身しました。 

 

http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera_remote/index.html
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b.  FUJIFILM Photo Receiver 

 

 FUJIFILM Photo Receiver は「無線 LAN を

搭載したデジタルカメラからスマートホン（タブ

レット）に画像を簡単に送信するアプリケーショ

ン 」 と さ れ ま す 。 こ の ア プ リ に 対 応す る

FUJIFILM X-M1、FUJIFILM XQ1 を使用して

いるため、インストールしました。 

 スマートホンに送信された画像は内部ストレ

ージの fujifilm というフォルダーの下の Photo 

Receiver というフォルダーに記録されます画像

サイズは 2048×1536 にリサイズして送信さ

れるのを確認しました。 

 

c.  FUJIFILM Camera Application 

 

 FUJIFILM Camera Application は「無線

LAN を搭載したデジタルカメラからスマートフ

ォン（タブレット）へ最大 30 枚の画像を一括送

信したり、カメラ内の画像をスマートフォン（タ

ブレット）の大きな画面で閲覧したりすることが

できるアプリケーション」とされます。このアプ

リに対応する FUJIFILM X-M1、FUJIFILM 

XQ1 を使用しているため、インストールしまし

た。 

 

http://app.fujifilm-dsc.com/jp/photo_receiver/pc/
http://app.fujifilm-dsc.com/app/camera_app/pc/jp/
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(3) 三脚、自撮り棒 

 
スマートフォンアダプター LL 

 ZenFone 2 Laser の画角を調

べる実験で三脚に取り付けられる

ように、固定幅 65～98mm のス

マ ー ト フ ォ ン ア ダ プ タ ー  LL

（ETSUMI）を入手しました。 

 

 

【ミニ三脚】 

 『DIME』（January, 2016）を書店で目にし、「ダイソン参入で最新ロ

ボット掃除機 4 モデルを緊急検証」、「スター・ウォーズ 超マニアックガ

イド」という記事も気になりましたが、特別付録の「モバイル・スマホ三

脚」が気になって購入しました。 

 カメラ用ミニ三脚 DCA-016BK（73g, ロアス）を保有していて、ス

マートフォンアダプター LL と組み合わせればミニ三脚を実現できるので

すが、著者が「オマケ」に弱いことを証明してしまいました (^_^; 

 

左：『DIME』の特別付録、右：保有機材で組合せたミニ三脚 

https://www.etsumi.co.jp/html/products/detail.php?product_id=1805
https://www.etsumi.co.jp/html/products/detail.php?product_id=1805
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【自家製自撮り棒】 

 

 一脚の ULTRA STICK M50 と

自由雲台QHD-33の組合せで脚を

3 段（約 80cm 長）として 200g

程度のデジタルカメラ、2 段（約

58cm 長）として 400g 程度のカ

メラを取り付けて脚側を持って撮

影者から離れた位置（例えば高い位

置）での撮影に使用可能なとを確認

しています。 

 旧人類のため、自撮りには抵抗が

あり、実戦投入する気持ちはありま

せんが、スマートフォンアダプター 

LL と一脚と組合せてみました。 

 セルフィーポッド 720（SLIK）、ウルトラスティック セルフィー

（Velbon）などの専用の自撮り棒に比較すると持ち手の部分が細くなり

ますが、機能的には充分なことが確認しました。 

 なお、ZenFone 2 Laser のフロントカメラを使用時はセルフタイマー

が使えないことに気付きました。上記のように自撮りすることはありませ

んが、「セルフタイマーが使えたら・・」です (^_^; 

 

(5) 双眼鏡 Papilio 6.5x21 との組合せ 

 近距離双眼鏡 Papilio II 6.5x21 と ASUS Zenfone 2 Laser を組み合

わせたくなり、Papilio II 6.5x21 の接眼レンズに固定してスマートフォン

を位置決めできるマウントアダプタホルダー MF-CLAMP3（monofive）

を amazon で入手しました。 

 MF-CLAMP3 は 2 つの部品をネジで結合する構造ですが、固定ネジが

レンズの位置調整時の微妙な固定力が得られないため、手持ちの 6mm の

スプリングワッシャーと平座金を固定ネジに入れて組み立てました。なお、 

http://www.velbon.com/jp/catalog/discon/monopod/ultrastickm50.html
http://www.velbon.com/jp/catalog/panhead/qhd33.html
http://www.slik.co.jp/monopod/selfy/4906752204665.html
http://www.velbon.com/jp/catalog/monopod/ultrastickselfie.html
http://www.velbon.com/jp/catalog/monopod/ultrastickselfie.html
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MF-CLAMP3 は 3 脚穴も装備し、「MF-CLAMP3 を三脚に取り付けて

MF-CLAMP3 単体で支持することが可能な軽い単眼鏡などを組み合わせ

る場合は三脚穴の位置を左側にした方がよいかも」ですが、双眼鏡と組み

合わせる場合は三脚穴を使用することはありませんので特に左右の取り付

け方向は気にしないで取り付けました。 

 MF-CLAMP3 への ASUS Zenfone 2 Laser の組み付けは、

MF-CLAMP3 のクランプ部を ASUS Zenfone 2 Laser の背面のボリュ

ームボタンとが干渉しない位置に位置決めし、続いて Papilio 6.5x21 に 
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対する ASUS Zenfone 2 Laser のリアカメラのアイポイントを探り、

Papilio 6.5x21 の接眼レンズの目当を最大に引き出した状態で ASUS 

Zenfone 2 Laser の背面を接触させた位がよい感触を得、この位置で

MF-CLAMP3 の接眼レンズ側の固定部を位置決めし、ASUS Zenfone 2 

Laser のカメラ画像がディスプレイの中心に収まるように位置の微調整を

して固定しました。 

 逆光で撮影条件はよくありませんでしたが、東京スカイツリーを撮影し

てみました。ASUS Zenfone 2 Laser の背面カメラは 35mm 判換算約

30mm でこれに Papilio 6.5x21 の 6.5 倍を乗じた 35mm 判換算

195mm では作例のようにケラレが生じます。そこで Zenfone 2 Laser

のズームでケラレのない画像（35mm 判換算約 440mm）を得ました。 

 MF-CLAMP3、接眼レンズに固定する部分はアルミ製で質感としては

よく感じましたが、セッティングに際して接眼レンズに固定する部分の奥

行きが浅く、接眼レンズに対してスマートフォンが直角にセッティングさ

れるように注意が必要なこと、そして同様の構造のアダプターホルダーに
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共通するといえますが、その構造から Papilio 6.5x21 と ASUS Zenfone 

2 Laser のレンズ中心を合わせるのに時間がかかりました。そして著者の

ASUS Zenfone 2 Laser はシンプルブックレザーケースを取り付けてい

るため、撮影の度にケースを外すことが必要となります。 

 ASUS Zenfone 2 Laser のズームを使うより、所有する FinePix 

F1000EXR を 使 っ た 方 が 思 い 通 り の 画 像 が 得 ら れ ま す し 、

MF-CLAMP3 の取り付けの手間（＝シャッターチャンスの減）を考える

と「やはり FinePix F1000EXR と Papilio 6.5x21 を携行した方が合理

的で、MF-CLAMP3 は実験までかな」となりました（MF-CLAMP3 は

「今後の別の機材実験に有効活用できれば」と考えています）。 

 

(6) その他 

 スマートフォンと組み合わせて画角を変えるスマートフォン用カメラレ

ンズとして広角、マクロ、魚眼などの製品が販売されています。メインカ

メラ周りにリングを貼り付けて磁石で取り付けるものや、付属クリップで

スマートフォンを挟み、レンズを位置決めするものなど取り付け方法も各

種あります（購入までに至っていません）。 

 前面カメラと組み合わせて拡大表示・撮影を可能とするスマホ顕微鏡

「 Leye 」、 ま た 、 Do ･ Nature Advance  STV-A200SPM 、

STV-A100SPM（Kenko Tokina）のように顕微鏡に付属のアダプター

を組み合わせることでスマートフォンで撮影を可能にする製品があります。 

 

 

http://leye.jp/
http://leye.jp/
http://www.kenko-tokina.co.jp/optics/do_nature/4961607300862.html
http://www.kenko-tokina.co.jp/optics/do_nature/4961607300879.html
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4. テザリング 

 

 

 

 ZenFone 2 Laser は USB テザリング、Wi-Fi テザリング、Bluetooth

テザリングに対応しています（simfreefun さんの『SIM フリー遊び』で

Wi-Fi テザリングと Bluetooth テザリングについて電池持ち（継続時間）

が紹介されていて参考になります）。USB テザリングは接続した 1 台とし

か通信できませんが、通信速度の面でメリットがあります。 

 ZenFone 2 Laser には PC Link がプリインストールされていることか

ら、Windows PC 側に PC Link をインストールの上、ZenFone 2 Laser

に付属のUSBケーブルで接続することでUSBテザリングが可能となりま

した。また、USB ケーブルで接続することで PC から ZenFone 2 Laser

の内蔵メモリと SD メモリにアクセスすることが可能になりました。なお、

Windows Tablet の ASUS VivoTab Note 8 は microUSB ポートのた

め、USB ホストケーブル A-Micro-B (左Ｌ型)（ainex）に ZenFone 2 

Laser に付属の USB ケーブルを組合せて ZenFone 2 Laser との USB

テザリングに対応させました（写真上）。 

http://sim-free-fun.com/asus-zenfone-2-laser-ze500kl/asus-zenfone-2-laser-bluetooth-tethering.html
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5. アクセサリー 

 

(1) ケース、保護フィルム、コイルストラップ 

  

 

 ZenFone 2 Laser を選んだのはそれまで使用の Hybrid W-ZERO3 と

同様、胸ポケット（約 90mm 幅）に入れられるサイズからです。そして

腰を曲げた時に胸ポケットから滑り落としたり、手を滑らせて落とさない

ように最大長約 60cm に伸びるクリップ付きのコイルストラップ

RBSMF11（ラスタバナナ）を組み合わせました。ZenFone 2 Laser 本

体にはストラップ用の孔がないため、D リングがストラップ孔として使え、

スタンド機能もある ZenFone 2 Laser 用のシンプルブックレザーケース

（ray-out；組合せ時の外形寸法は約 150×80×18mm、重さ約 223g）

を仮にコイルストラップを外している時に落としてもレザーケースが緩衝

材として働いて保護されることを期待して（基本的に落とす前提で考えて

います）選びました。 

 耐傷性に優れる Corning®社製の Gorilla® Glass 4 を ZenFone 2 

Laser のディスプレイは採用とのことで「保護フィルムは・・」と考えた

のですが、「5H なめらかタッチ光沢指紋防止アクリルコートフィルム」

RT-AZ2LSFT/S1（ray-out）で保護することにしました。 

 

http://www.ray-out.co.jp/products/az2lslbc6/
http://www.ray-out.co.jp/products/az2lslbc6/
http://www.ray-out.co.jp/products/az2lsft_s1/
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取り付け前 

 
取り付け後 

 
取り付け後 

 
スタンドとして使用状況 

 

(2) Bluetooth キーボード 

 キーボード人間のため、タッチタイピングができる Bluetooth ミニキー

ボード TK-FBP013BK（ELECOM）を HYBRID W-ZERO3、ASUS 

VivoTab Note 8 で使用し、ZenFone 2 Laser で流用しています。キー

ピッチは 17.4mm の TK-FBP052（ELECOM）を目にし、入力性の向

上を期待して入手しましたが、数字の段のキー入力には慣れが必要でした。 

 Bluetooth3.0 対応 折りたたみキーボード ケース付き BSKBB15 は

「英文用の 83 キー、[B]キーは左手の人差し指を意識して伸ばさないとタ

ッチタイピングできないけど、ケースはタブレット PC やスマートフォン

のスタンドになるし・・」と 2,060 円（税込）の販売価格から衝動買い

しました。Zenfone 2 Laser との Bluetooth 接続は取扱説明書の手順で

行なえましたが、日本語入力は取扱説明書からわからず、BUFFALO のよ

くある質問の 「スマートフォンやタブレットで日本語入力ができません」

http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14688/p/0,7106,7108
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で様々な方法が記載される中の[Alt]+[スペース] を入力することで

English と日本語が切り換ることがわかりました。 

 

 
 

BSKBB15（BUFFALO）との組合せ 

 

表 14 著者所有の Bluetooth ミニキーボード 

キーボードの外観 型番（メーカー）・概略仕様 

 

TK-FBP013BK（ELECOM） 

キーピッチ 15.6mm 

幅 221.2×奥行 99.0×高さ 20.8mm、

約 275g（電池含）） 
BSKBB15（BUFFALO） 

キーピッチ 17mm 

約 297×7.5×95.5mm 

約 155g 

[ケース収納時] 

102×153×20mm、重さ 251g 
TK-FBP052（ELECOM） 

キーピッチ 17.4mm 

幅237.0×奥行127.0×高さ21.0 mm、 

約 200g（電池含）） 

・ 数字の段とその下の文字の段のキー

が縦並びで、数字の段のキーの入力には

慣れが必要 

 

 

http://buffalo.jp/product/input/keyboard/bskbb15/
http://www2.elecom.co.jp/peripheral/full-keyboard/tk-fbp013/
http://buffalo.jp/product/input/keyboard/bskbb15/
http://www2.elecom.co.jp/peripheral/full-keyboard/tk-fbp052/index.asp
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(3) イヤホンマイク 

 

付属のイヤホンマイク 

 

 

ATH-S100iS （audio-technica） 

 

 ZenFone 2 Laser にはイヤホンマイク（写真上）が付属します。ケー

ブルの途中にコントローラ部があり、小さなスイッチとマイクのための小

さな孔が開いています。ユーザーマニュアルの「ヘッドセットの使用」

（p.91）で「ヘッドセットを接続すれば、通話や音楽を楽しむことができ

ます」と記載され、イヤホンマイクを使って FM ラジオを聴いている状態

で電話の着信があると FM ラジオの音が OFF となり、着信音が聞こえ、

受話するとそのまま、電話で会話できます。また、FM ラジオを聞いてい

る状態でコントローラ部のスイッチを押すと FM ラジオの音が OFF とな

り、再度、スイッチを押すと音が聞こえてきます。ユーザーマニュアルで

は「通話設定」(p.75)の発信通話の設定で「Bluetooth/有線ヘッドセット

を本機に接続しているとき、着信への自動返信、または待機時間を設定す

ることができます。」とされます。 
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 「使用頻度は低いけれど付属のインナーイヤーヘッドホンより、もう少

しよいステレオ音で聞きたいなあ」と悪い病気が発症し、選定の注意とし

て、ワイモバイルの「よくあるご質問」の「イヤホンマイクは、市場に 2

種類の規格が存在します。」から 4 極プラグ方式のスマートフォンには

3.5mm / Standard（iPhone タイプ）と 3.5mm / OMTP（Xperia タ

イプ）のあることを知りました*。 

 ヨドバシ Akiba のヘッドフォン売り場を物色してイヤホンマイクとし

てインナーイヤー型あるいはカナル型のものは製品が多いですが、オーバ

ーヘッド型は少ないことがわかり、[Android], [iPhone/iPod/iPad] ス

マートフォン対応対応と表示する ATH-S100iS （audio-technica）を、

出力音圧レベルが 104dB/mW と比較的高いこと（同じ音量でもボリュー

ムを下げて使用できることから省エネになる）、片出しコードでコードの取

り回しがよいこと、手頃な価格、そして audio-technica という慣れ親し

んだブランド名から購入しました。なお、店頭の試聴用の同形の

ATH-S100 を装着して「これなら大丈夫」と確認した上での選択です。

この製品を入手して折り畳んだ状態（持ち運びのために内寸法 18×16×

3 cm のケースが欲しくなりました。 

 

* ： MDR-ZX110AP （SONY）は出力音圧レベルが 98dB/mW と低いこともあり

ますが、Xperia（TM）専用とされることから選択肢から外しました。 

 

https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2358
http://www.sony.jp/headphone/products/MDR-ZX110AP/
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(4) リチウム充電器 

  

 

 ZenFone 2 Laser は 3 日毎という感じで充電しています。 

 充電器は特に必要性を感じていなかったのですが、ヨドバシ Akiba の 1

階の携帯電話関連商品の売り場のレジの前に「Willcom 用」として

5000mAh のリチウム充電器 ILU50-SPC01K が処分価格として

1,980 円で販売されていて、「安い!!」で一応、売り場のリチウム充電器の

販売価格を確認しましたが、即、購入してしまいました。「これを衝動買い

というんだよなあ」です (^_^) 

 

(5) 端子キャップ 

 

 防水・防塵構造を特長とする京セ

ラのスマートフォンKC-01 に心を

くすぐられたことがあります。

ZenFone 2 Laser、防水・防塵構

造ではありませんが、「水濡れした

時に少しでも耐性が高められれ

ば・・」と microUSB 端子とステ

レオプラグ端子を保護するキャッ 

プ ICF-SP01K（インプリンク）を入手し、各端子に取り付けました。 

 

 

http://www.imprinc.co.jp/products/item/4571341963560/
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/kc-01/
http://www.imprinc.co.jp/products/item/4571341977024/
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(6) スタイラスペン 

 

 アプリによっては手書き入力の

文字がかすれるため、スタイラスペ

ン STYLUS C1（ゼブラ）を購入し、

対応しました。 

 

 

Memo：著者使用の計測機器 

 著者所有の計測機器を次に示します。ZenFone 2 Laser のおかげでよ

り幅広い計測に対応できるようになりました。 

 

 
レーザー距離計 GLM 80 

 
テスターPM3 

 
クッキングスケール  KD-192 

 
ベルト式吊り下げデジタルスケール 

 

 

http://www.zebra.co.jp/press/news/2014/0218_1.html
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6. まとめ 

 

 
現在の常時携行品 他 

 

 HYBRID W-ZERO3 を使用時は PC の OUTLOOK の予定表、連絡先

等との同期処理が必要でしたが、ZenFone 2 Laser の Google のクラウ

ドサービスの利用に移行し、この手間がなくなりました。日常的に使うア

プリはメール、ブラウザ、スケジュール、乗り換え案内、地図で予想どお

りですが、得られる情報の質・量が向上し、情報アクセスに要する時間短

縮も図られ、移動に際して不可欠な道具になり、時間に余裕がある場合、

近くの見学可能な施設を検索して時間の有効活用を図るなどをしています。

漢字入力に困った時の常用漢字筆順辞典も重宝するなど、様々なアプリを

利用できることがスマートフォンの魅力であることを実感しています。 

 著者の常時携行品は、スマートフォンが ZenFone 2 Laser に替わった

のみで B6 ノート、4 色ボールペン、3m メジャーと USB メモリ、コン

パクトデジタルカメラ（FUJIFILM XQ1 など）で変化はありません。 

 TED などの動画視聴に加え、フルセグも TV チューナーと本機を組合せ

ることで楽しめます。また、著者の用法であれば、IIJmio の「みおふぉん」

（3GB）でデータ量として不足のないことを確認しています。 
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APPENDIX 1：ASUS ZenFone 2 Laser のアプリ一覧 

 

 ZenFone 2 Laser、約 70 のアプリがプリインストールされています。

『ZenFone 2 Laser ユーザーズマニュアル』で解説されるアプリはその

うちの約 30（以下のアプリで【UM】と表示したもの）で、これに Google

のアプリと解説のないアプリが加わります。また、アプリの更新で追加イ

ンストールされたアプリもあります。 

 ZenFone 2 には解説本の『ゼロからはじめる ASUS ZenFone 2 ス

マートガイド』（技術評論社）がありますが、ZenFone 2 Laser には今の

ところ、解説本はないようで「アプリを追加してインストールするにも現

状認識しなければ・・」で上記のアプリと、著者が追加インストールした

21 本のアプリについて簡単な解説を付して以下にまとめます。 
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表 15-1 アプリ（ASUS Computer Inc.） 

名称 概要 備考 

計算機 - ウィジェット

とフローティング 

ASUS の計算機アプリ。横長方向に使用で sin, cos, 

tan ,ln, log の使える関数電卓 

UM 

ASUS Browser  Chrom ベースのエンジンを使用する ASUS のブラ

ウザアプリ。バーナー広告を非表示にするリーダー

モード、ポップアップを非表示にする機能あり。 

UM 

ASUS Calling Screen 

(電話)  

連絡先リストを用いた電話の開始を可能とするアプ

リ（着信はこのアプリ） 

UM 

ASUS Cover for 

Zenfone 2  

View Flip Cover を使用する際に用いるアプリ UM 

連絡先 (ASUS Dialer 

& Contacts) 

ASUS の連絡先アプリ（Google 連絡先と同期して

使用） 

UM 

ASUS Digital Clock & 

Widget （時計） 

時計のアプリ（目覚まし時計、ストップウオッチと

しても使用可能） 

UM 

ASUS Easy Mode 

(ZenFone & Pad)  

大きなアイコンなどで構成される操作画面を構築す

るアプリ 

  

ASUS Gallery  (ギャ

ラリー)  

画像の閲覧や動画再生用アプリ UM 

ASUS LiveOcean 

(Live wallpaper) 

ASUS の壁紙のアプリ（未インストール）  

ASUS LiveWater 

(Live wallpaper) 

ASUS の壁紙のアプリ   

ASUS Messaging - 

SMS & MMS  

SIM カードに保存の連絡先から SMS（ショートメッ

セージサービス）を提供するアプリ(Android 6.0 化

で削除) 

UM 

ASUS Photo Collage 

- Layout Editor 

テンプレート、スティッカー、グリッドとレイアウ

トオプション、フォトエフェクト等のエディタツー

ルで写真を加工するアプリ（未インストール） 

 

ASUS PixelMaster 

Camera  (カメラ)  

カメラのアプリ UM 

ASUS Quick Memo  

(クイックメモ)) 

手書やタイピングでメモ書きして「やることリスト」

のタスクに設定などができるアプリ 

UM 

ASUS Sound 

Recorder  (音声レコ

ーダ)  

本機で録音してオーディオファイルを作成するアプ

リ 

UM 

ASUS Splendid  ディスプレイの画質調整用アプリ UM 

ASUS SuperNote  タッチスクリーンに書き込んだ手書きデータなどを

ノートとして保存などを可能とする ASUS アプリ 

UM 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.calculator&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.calculator&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.browser&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.asusincallui&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.asusincallui&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.flipcover2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.flipcover2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.contacts&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.contacts&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.deskclock&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.deskclock&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.easylauncher&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.easylauncher&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.gallery&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.gallery&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.livewallpaper.asusmywater2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.livewallpaper.asusmywater2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.livewallpaper.asusmywater&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.livewallpaper.asusmywater&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.message&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.message&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.collage
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.collage
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.camera&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.camera&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.quickmemo&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.quickmemo&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.splendid&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.supernote&hl=ja
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表 15-2 アプリ（ASUS Computer Inc.） 

名称 概要 備考 

ASUS Support – 

ZenFone tips & help  

ASUS SupportにアクセスしてFAQや他のユーザ

ーとの情報交換で問題解決を助けるアプリ 

UM 

ASUS Weather （天

候） 

AccuWeather 天気情報により、現在地の天気情報

を表示するアプリ（AccuWeather for Android） 

UM 

ASUS WebStrage  ASUS WebStorage のクラウドサービスを用いた

ファイル共用のためのアプリ 

UM 

ASUS Webview  ASUS Browse のための Chrom ベースのエンジン

（ZenUI の下で動作） 

  

ASUS What's Next  スケジュールから情報をロック画面やホーム画面に

表示するアプリ(Android 6.0 化で削除) 

UM 

ASUS ZenUI 

Services  

Facebook, Google+, Twitter, Flickr, LinkedIn, 

Sina Weibo, Tencent Weibo, ASUS Web 

Storage, Dropbox, OneDrive, Google Drive を総

合し、ASUS の Gallery, Music, File manager を列

挙された各アプリからアクセス可能にする 

  

AudioWizard  動画、音楽、ゲーム、ボーカルに対してボリューム、

低音、高音の調整、会話増幅の ON/OFF などの音質

調整用アプリ。アプリの ON/OFF あり。 

UM 

FM ラジオ SDR (ソフトウェア無線）アプリで、これに対応し

たラジオ回路内蔵の本機と組み合わせて機能（ヘッ

ドセットのケーブルがアンテナとして機能） 

UM 

Fresh Green ASUS 

ZenUI Theme  

ASUS ZenUI Theme のひとつで Fresh Green を

テーマとしたもの 

  

Lovely Pink ASUS 

ZenUI Theme  

ASUS ZenUI Theme のひとつで Lovely Pink をテ

ーマとしたもの 

  

MiniMovie  ZenUI のスライドショーとビデオエディターのアプ

リ 

  

Mobile Manager  電力消費の設定、メモリの解放、アプリやデータの

設定などによりスマートフォンの使用の適正化を図

るアプリ（ZenFone ケアのオンラインチャットから

リンク） 

  

MyASUS  サポート＆サービスに関する最新情報等用のアプリ

（ZenFone ケアのオンラインチャットからリンク） 

  

PC Link (ZenLink)  パソコン上でデバイスの操作を可能とするアプリ

(Android 6.0 化で削除) 

UM 

Photo Collage - 

Layout Editor)  

好みの写真や画像からコラージュが作る ASUS の

アプリ 

  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.userfeedback&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.userfeedback&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accuweather.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accuweather.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecareme.asuswebstorage&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.webview&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.sitd.whatsnext&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.server.azs&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.server.azs&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.microfilm&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.mobilemanager&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.ia.asusapp&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.linkrim&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.collage&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.collage&hl=ja
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表 15-3 アプリ（ASUS Computer Inc.） 

名称 概要 備考 

Remote Link (PC 

Remote)  

Bluetooth 経由でデバイスを無線のタッチパッドと

して使用する ZenLink のアプリ(Android 6.0 化で

削除) 

UM 

Share Link (ZenLink)  Wi-Fi 経由でデータ送受信を行なう ZenLink アプリ UM 

Starlight ASUS 

ZenUI Thme  

ASUS ZenUI Theme のひとつで星をテーマとした

もの 

  

What's Next  スケジュールから情報をロック画面やホーム画面に

表示するアプリ(Android 6.0 化で削除) 

UM 

ZenCircle - Social 

photo share  

ASUS の ZenFone ユーザーを対象とした social 

networking アプリ（更新時に自動インストール） 

  

Zenfone Care (ASUS 

Support)  

Mobile Care, FAQs, user feedback, public 

forums を含む j カスタマーサービスアプリ 

  

ZenUI Lancher  様々な壁紙、テーマ、フォルダスタイル、エフェク

トなどが選べるランチャーのアプリ 

  

ZenUI Themes - 

Stylish Themes  

ASUS ZenUI Theme のひとつで Stylish をテーマ

としたもの 

  

ZenUI ダイヤラーと連

絡先 

不明な発信者などからの電話ブロック、短縮ダイア

ル、重複連絡先のリンク、スマート検索、履歴の表

示、ダイヤラー、コールログ、連絡先の編集ができ

る電話機能を提供する連絡先、ダイヤラー、コール

ログアプリ 

  

ZenUI キーボード 絵文字やエモーティコンに対応したキーボードでフ

リックやスワイプでタイプしたり、手書き入力や音

声入力に対応したアプリ（未インストール） 

 

アプリのバックアップ 

(ASUS Backup)  

インストールしたアプリと作成したデータをバック

アップするアプリ(Android 6.0 化で削除) 

  

カレンダー (ASUS カ

レンダー)  

カレンダーアプリ（Google カレンダーと同期して使

用）(Android 6.0 化で削除) 

UM 

キッズモード 利用できるアプリを制限（21 個；Google Play は

対象外）し、使用時間を設定し、子どもが安全に利

用できる環境を設定(Android 6.0 化で削除？) 

  

システムアップデート ZenFone 2 Laser の更新アプリ   

セットアップウィザー

ド 

起動時の設定を行なうアプリ   

ダウンロード ダウンロードしたファイルを表示するアプリ（著者

は ZenFone 2 Laser の使用説明書を DL） 

  

テーマ 背景やアイコンなどのデザインを 22 の組合せから

選択するアプリ 

  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.remotelink.full&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.remotelink.full&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.sharerim&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.themes.starlight&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.themes.starlight&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.sitd.whatsnext&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.zencircle&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.zencircle&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.userfeedback&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.userfeedback&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.launcher&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.themeapp&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.themeapp&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.contacts&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.contacts&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.ime
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.backuprestore&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.backuprestore&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.calendar&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.calendar&hl=ja
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表 15-4 アプリ（ASUS Computer Inc.） 

名称 概要 備考 

ファイルマネージャー 

(ASUS File Manager)  

内部ストレージまたは外付けストレージ内のデータ

管理用アプリ 

UM 

ミラー インカメラの画像をディスプレイに表示して鏡とし

て使えるようにしたアプリ(Android 6.0 化で削除) 

  

メール (ASUS Email)  ASUS のメールアプリ(Android 6.0 化で削除) UM 

やることリスト (Do It 

Later: ASUS タスク

リスト)  

未読メール、不在着信電話などを「後で返信」、「後

で電話」の項目に追加して、時間ができたときに実

行できるようにするタスク管理アプリ 

UM 

音楽 （ASUS Music） 本機の内部/外部ストレージなどの音楽ファイルを

検索し、再生する音楽アプリ(Android 6.0 化で削

除) 

UM 

懐中電灯 – LED トー

チライト 

ZenFone 2 Laser のカメラ用の LED を懐中電灯と

するアプリ（ASUS） 

  

自動起動マネージャー バックグラウンドで自動起動するアプリの管理用ア

プリ 

  

省電力設定 バッテリーを長持ちさせる設定用アプリ。残容量

を%表示 

UM 

設定 ZenFone 2 Laser の設定用アプリ   

 

 

 

Memo：ASUS のアプリに関連する Web サイト 

 

・ ASUS Global 

・ ZenUI, ASUS Computer Inc. - Google Play の Android アプリ 

・ ASUS ZenUI 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.filemanager&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.filemanager&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.email&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.task&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.task&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.task&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.music&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.flashlight&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.flashlight&hl=ja
https://www.asus.com/ZenUI/
https://play.google.com/store/apps/dev?id=6704106470901776285
https://www.zenui.com/
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表 16-1 アプリ（Google Inc. ） 

名称 概要 備考 

リアル・ギター ギターを模した音源アプリ（ギターコードも収録）   

リアル・ピアノ 鍵盤楽器を模した音源アプリ   

Chrome Google のブラウザ。設定の「データセーバー」を

ON にすることで通信データ量が低減。 [ Google

フォルダ ] 

  

Exchanges サービス Gmail で Microsoft Exchange ActiveSync をサポ

ートするためのアプリ 

  

Gboard 検索もできる Google キーボード   

Gmail Google のメールアプリ [ Google フォルダ ]   

Google Google Now のアプリ（スケジュール管理、ニュー

スなど） [ Google フォルダ ] 

  

Google Play Music 音楽ストリーミングサービス（980 円 / 月） 

[ Google フォルダ ] 

  

Google Play ムービー 

& TV 

Google Play で購入またはレンタルした映画やテ

レビ番組を再生するアプリ 

  

Google Play ストア  Android アプリを検索してインストール、また、エ

ンタメ、映画＆テレビ、音楽、書籍などを入手する

ためのアプリ 

  

Google Sky Map 天体観測アプリ   

Google Talkback 使用の端末で音声、操作音、バイブレーションによ

る応答を利用可能とする（視覚障害） 

  

Google カレンダー スマートフォンやタブレットで Google カレンダー

を使用可能とするアプリ 

  

Google ストリートビ

ュー 

ストリートビューの写真の閲覧やパノラマ写真の作

成と共有する Google アプリ（更新時に自動インス

トール） 

  

Google テキスト読み

上げ 

画面上のテキストを音声で読み上げ（Google Play 

ブックス。Talkback などの音声フィードバック） 

  

Google ドライブ グラウドのGoogleドライブ用アプリ [ Google フ

ォルダ ] 

  

Google フォト ファイルに保管の写真や動画の検索、整理用アプリ  

[ Google フォルダ ] 

  

Google+ ソーシャルネットワークのアプリ [ Google フォ

ルダ ] 

  

Google スプレッドシ

ート 

スプレッドシートの作成や編集用（Microsoft Excel

ファイルの閲覧、編集、保存可）。 [ Google フォ

ルダ ]自動追加 

  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gismart.guitar&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gismart.realpianofree&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.googlequicksearchbox&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.music&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.videos&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.videos&hl=ja
https://play.google.com/store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talkback
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.plus&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets&hl=ja
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表 16-2 アプリ（Google Inc. ） 

名称 概要 備考 

Google ドキュメント  ドキュメントの作成や編集用（Microsoft Word ド

キュメントを閲覧、編集、保存可）。 [ Google フ

ォルダ ]自動追加 

  

Google マップ  Google のマップアプリ [ Google フォルダ ]   

Play ムービー&TV Google Play で購入またはレンタルした映画やテ

レビ番組の視聴用アプリ [ Google フォルダ ] 

  

Sky Map 天体観測アプリ   

YouTube for Google 

TV 

動画閲覧用のアプリ [ Google フォルダ ]   

ハングアウト チャットやグループチャット用のアプリ [ Google

フォルダ ] 

  

音声検索 音声による Google 検索アプリ UM 

Google 設定 Google のアプリやサービスの設定を管理するアプ

リ 

  

My Tracks GPS ロガー   

Android Message 他のユーザーと SMS や MMS でテキスト メッセー

ジや画像、動画を送信できるほか、連絡先に登録さ

れている相手に音声メッセージを送ることも可能 

  

Android シ ス テ ム の

WebView 

Chrome の技術を使用したシステムコンポーネント

で、Android アプリでウェブコンテンツを表示する

ときに使用 

  

Google 翻訳 入力より 103 言語間の翻訳が可能  

Google Earth 指先ひとつで地球上を自由に探索できるアプリ。ス

トリートビューとの組合せで実際に歩いているよう

な雰囲気になる。 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.videos&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube.googletv&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube.googletv&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.talk&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ljapps.android.tracks
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.messaging&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.webview&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.webview&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth&hl=ja
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表 17-1 アプリ（その他の開発元） 

名称 開発元 概要 備考 

Avast Cleanup & 

Boost 

Avast Software キャッシュ&ジャンク クリーナー 

アプリ 

  

Mobile Security & 

Antivirus 

Avast Software ウイルス、セキュリティ対策アプリ   

Bbbler Actors for 

Omlet 

Bbbler ASUS のスマホにプリインストー

ルの SNS に写真を加えたアプリ 

  

Kindle電子書籍リー

ダー 

Amazon Mobile 

LLC  

Amazon Kindle を利用するため

のアプリ[ App4U フォルダ ] 

  

Panecal Appsys 関数電卓   

Jota+ Aquamarine 

Networks. 

テキストエディタ（PRO-KEY）   

Jota+ Aquamarine 

Networks. 

テキストエディタ（後にPRO-KEY

を購入） 

  

BBC News BBC Worldwide 

(Ltd) 

BBC ニュース   

BookLive! Reader 

for ASUS 

BookLive 電子書籍の購入・閲覧用アプリ   

Clean Master Cheetah Mobile 不要ファイルの削除、各種履歴の削

除、メモリの解放、アプリのアンイ

ンストール、アンチウイルス機能、

アプリロック機能など、Android

端末を快適に使用するためのスマ

ホ最適化アプリ[ App4U フォル

ダ ] 

  

Puffin Web 

Browser 

CloudMosa Inc. 高速を特徴とする Puffin Web 

Browse 

  

単位コンバータ Digit Grove 単位変換アプリ   

JR 東日本アプリ East Japan 

Railway 

Company ICT 

JR 東日本の列車・駅などの情報   

電子書籍・コミック

リ ー ダ ー 

ebiReader 

eBook Initiative 

Japan 

電子書籍販売サイト eBookJapan

を利用するためのアプリ 

  

Facebook Facebook スマートフォン用の Facebook の

アプリ。アプリの設定の動画の自動

再生を「Wi-fi のみ」に設定 

  

Messenger Facebook SMS のようにスピーディーにメッ

セージをやり取りできるアプリ 

  

FBReader FBReader.ORG 

Limited 

ePub 形式、MOBI 形式などに対応

した電子書籍リーダー 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.cleaner&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.cleaner&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.mobilesecurity&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.mobilesecurity&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbbler.actorsforomlet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbbler.actorsforomlet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.kutu.Panecal&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sblo.pandora.jota.plus&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sblo.pandora.jota.plus&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=bbc.mobile.news.ww&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.booklive.reader&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.booklive.reader&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.mguard&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudmosa.puffinFree&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudmosa.puffinFree&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidapps.unitconverter&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jreast&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ebookjapan.ebireader&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ebookjapan.ebireader&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ebookjapan.ebireader&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geometerplus.zlibrary.ui.android&hl=ja
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表 17-2 アプリ（その他の開発元） 

名称 開発元 概要 備考 

AndroSensor Fiv Asim ハードウェア、ソフトウェア、セン

サ情報 

  

FUJIFILM Camera 

Application 

FUJIFILM 無線LAN 搭載のデジタルカメラか

らスマートフォン（タブレット）へ

最大 30 枚の画像を一括送信 

  

FUJIFILM Camera 

Remote 

FUJIFILM FinePix F1000EXR によるズー

ム操作、画像を確認しながらのリモ

ート撮影用 

  

FUJIFILM Photo 

Receiver 

FUJIFILM 無線LAN 搭載のデジタルカメラか

らスマートホン（タブレット）に画

像を送信 

  

Data transfer FutureDial Bluetooth を利用して古いモバイ

ルデバイスから先やカレンダーエ

ントリ、SMS メッセージなどのデ

ータの移行を行うアプリ 

UM 

シンプル月齢ウィジ

ェット 

fxwill 月齢と月相を表示するウィジェッ

ト 

  

拡大鏡 & 顕微鏡 HANTOR 内蔵カメラによる拡大鏡アプリ   

EBPocket 

professional 

hishida EPWING 規格と StarDict 形式の

辞書ビューア 

  

Instagram Instagram 写真の共有   

IIJmio クーポンスイ

ッチ 

Internet 

Initiative Japan 

Inc. 

IIJmio モバイルサービスの SIM カ

ードの高速／低速通信を切り替え

るためのアプリ 

  

みおダイアル （み

おふぉんダイアル） 

Internet 

Initiative Japan 

Inc. 

専 用 の プ レ フ ィ ッ ク ス 番 号

（0037-691）をつけることで通

話料を 50％OFF するアプリ 

  

みおぽん Internet 

Initiative Japan 

Inc. 

IIJmio の「クーポン」（LTE/3G

で高速通信ができるデータ量）の節

約用アプリ（低速の最大 200kbps

でもメールなどでの使用は不満は

ない） 

  

QUAPIX Lite(クオ

ピクス ライト) 

IWASAKI 

ELECTRIC CO. 

照度、輝度などを測定   

ATOK (ATOK for 

Android) 

JustSystems 

Corporation 

日本語入力用 FEP   

Audio Frequency 

Counter 

keuwlsoft 可聴周波数計   

Function 

Generator 

keuwlsoft 音声出力の波形/信号発生器   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivasim.androsensor&hl=ja
http://app.fujifilm-dsc.com/app/camera_app/pc/jp/
http://app.fujifilm-dsc.com/app/camera_app/pc/jp/
http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera_remote/index.html
http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera_remote/index.html
http://app.fujifilm-dsc.com/jp/photo_receiver/pc/
http://app.fujifilm-dsc.com/jp/photo_receiver/pc/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluebeam&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SimpleMoonPhaseWidget&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SimpleMoonPhaseWidget&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hantor.CozyMag
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.ebstudio.ebpocket&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.ebstudio.ebpocket&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ad.iij.couponswitch&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ad.iij.couponswitch&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ad.iij.miodial&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ad.iij.miodial&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ad.iij.couponswitch&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eyelighting.lighitinglab.quapix_lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eyelighting.lighitinglab.quapix_lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.justsystems.atokmobile.service&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.justsystems.atokmobile.service&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.audiofrequencycounter&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.audiofrequencycounter&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.functiongenerator&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.functiongenerator&hl=ja
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表 17-3 アプリ（その他の開発元） 

名称 開発元 概要 備考 

Gauss Meter keuwlsoft 電磁波測定器   

Metronome keuwlsoft メトロノーム   
Pulse Echo Sonar 

Meter 

keuwlsoft 音響特性計測記   

Spectrum 

Analyser 

keuwlsoft スペクトラムアナライザー   

Spirit Level keuwlsoft 水準器   

SPL Meter keuwlsoft 音圧レベルメーター   

Wifi Analyser keuwlsoft Wi-Fi 計測器   

渋滞情報ナビ Masaki Sato 日本道路交通情報センターの渋滞

情報 

  

BBC Media Player Media 

Applications 

Technologies 

for the BBC 

BBC ニュースの映像を視聴用   

Microsoft Excel Microsoft 表計算アプリ   

Microsoft Outlook Microsoft メールアプリ   

Microsoft 

PowerPoint 

Microsoft プレゼンテーション用アプリ   

Microsoft Word Microsoft 文書作成用アプリ   

青空プロバイダ miduhima 青空文庫にアクセスするための読

書管理アプリ 

  

縦書きビューワ 2SC1815J 青空文庫の縦書き表示ビューワ   

GPS Status & 

Toolbox 

MobiWIA - 

EclipSim  

GPS とセンサデータを表示   

NASA App NASA NASA の宇宙探査関連コンテンツ   

NHK WORLD 

RADIO JAPAN 

NHK  NHK の国際ラジオ放送の聴取用   

NHK WORLD TV 

Live  

NHK  NHK の国際テレビ放送の試聴用   

NHK ニュース・防災 NHK  NHK の最新ニュースや災害情報を

提供するアプリ 

  

NHK ネットラジオ 

らじる★らじる」 

NHK  NHK ネットラジオの聴取用   

常用漢字筆順辞典

FREE 

NOWPRODUCT

ION CO.,LTD. 

漢和辞典アプリ   

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.gaussmeter&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.metronome&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.pulseechosonar&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.pulseechosonar&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.spectrumanalyzer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.spectrumanalyzer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.spiritlevel&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.splmeter&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.wifi&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.creative.apps.smart.trafficjam&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.uk.co.bbc.android.mediaplayer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.excel&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.powerpoint&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.powerpoint&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mizushimanet.AozoraProvider&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.example.android.npn2SC1815J.VerticalTextViewer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.nhkworld.radio.japan.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.nhkworld.radio.japan.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.nhkworld.tv
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.nhkworld.tv
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.news
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nhk.netradio&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nhk.netradio&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nowpro.nar04_f&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nowpro.nar04_f&hl=ja
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表 17-4 アプリ（その他の開発元） 

名称 開発元 概要 備考 

Omlet チャット Omlet, Inc チャットを可能とするオンライン

メッセージアプリ（更新時に自動イ

ンストール） 

UM 

モバイル

TV(Station TV) 

PIXELA 

Corporaion 

ピ ク セ ラ 製 テ レ ビ チ ュ ー ナ ー

「 PIX-DT300 」 お よ び

「PIX-DT360」を組み合わせてフ

ルセグで視聴可能とするテレビア

プリ 

  

モバイル

TV(Station TV)動

作確認 

PIXELA 

Corporaion 

「 PIX-DT300 」 ま た は

「PIX-DT360」を組み合わせよう

とする Android 端末が正常に動作

するか動画再生性能を確認するア

プリ 

  

ON Protractor PotatotreeSoft 分度器、傾斜計   

ON Ruler PotatotreeSoft 定規   

じゃらん観光ガイド Recruit 

Holdings Co. 

Ltd. 

観光スポット情報   

BOSS Tuner Roland 

Corporation 

クロマチックチューナーアプリ   

コンパス  : Smart 

Compass 

Smart Tools co. 方位磁針   

金属探知機 : Metal 

Detector 

Smart Tools co. 内蔵の磁力計コンパスを使用した

金属探知機 

  

騒音測定器（Sound 

Meter）  

Smart Tools co. 内蔵マイクを利用した騒音測定器   

Dr. Booster Soocii Co., Ltd アプリの最適化機能とセキュリテ

ィ機能を提供するアプリ 

  

歩数計 tayutau 歩数と消費カロリーなどを計算表

示 

  

TED TED 

Conferences 

LLC 

TEDTalk の閲覧アプリ   

TripAdvisor TripAdvisor 旅行の計画を助ける情報提供アプ

リ[ App4U フォルダ ] 

  

Weblio 辞書・国語辞

典 百科事典 

Weblio 辞書アプリ   

Wi2Connect Wire and 

Wireless Co.,Ltd.  

Wi2 300 公衆無線 LAN の利用   

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobisocial.omlet&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pixela.px01.stationtv.localtuner.full.app&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pixela.px01.stationtv.localtuner.full.app&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pixela.px01.stationtv.localtuner.checker.px.app&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pixela.px01.stationtv.localtuner.checker.px.app&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pixela.px01.stationtv.localtuner.checker.px.app&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.potatotree.onprotractor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.potatotree.onruler
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.jalan.android.kankou&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.roland.bosstuner&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.compass
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.compass
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.metal
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.metal
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trendmicro.dr.booster&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tayu.tau.pedometer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ted.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripadvisor.tripadvisor&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.weblio.smpapp.www&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.weblio.smpapp.www&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.netvision.WifiConnectWI2&hl=ja
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表 17-5 アプリ（その他の開発元） 

名称 開発元 概要 備考 

Podcast & Radio 

Addict 

Xavier 

Guillemane 

ポッドキャストによる聴取用   

Y! 乗換案内 Yahoo! JAPAN 鉄道で移動する場合の必需品   

Yahoo! Yahoo! JAPAN Yahoo! JAPAN のブラウザアプ

リ（ニュースなども閲覧可） 

  

Yahoo! ニュース防

災速報 

Yahoo! JAPAN 緊急地震速報や豪雨予報、避難情報

などの受信用 

  

防災速報 - 地震、津

波、豪雨など 

Yahoo! JAPAN 地震、台風の雨、警報、避難勧告な

どを、現在地と設定 3 地域まとめ

てニュース速報する無料天気予報

アプリ。 

  

And 六法+判例 Yoshihiro 

Saotome 

判 例 と 参 照 条 文 を 収 録 し た

Android 対応の六法 

  

Guitar Tuna Yousician Ltd. ギターチューナ   

Zinio Zinio Freeのdigital magazineのビュー

ア（更新時に自動インストール） 

  

QR コードスキャナ

ー 

ZXing Team QR コード読み取りアプリ   

ストリーミング動画

ビューワー 

株式会社 J ストリ

ーム 

「インターネットサイマルラジオ」

聴取のために Adobe Air とともに

インストール（ストリーミング形式

の動画視聴を可能とするアプリ）。 

  

Adobe Air Adobe ランタイム環境   
i フィルター デジタルアーツ 有害サイトフィルタリングブラウ

ザ 

  

東京・丸の内 江戸

散歩 

三菱地所株式会社 江戸城や江戸の街並みを 360°パ

ノラマビューで再現するアプリ（丸

ビル・新丸ビル・丸の内 オアゾ・

iiyo!!・国際ビルの各ビューポイント

で利用） 

  

radiko.jp for 

Android 

株式会社 radiko 地上波ラジオ放送のインターネッ

トラジオ。AM ラジオ放送も良好な

音質で聴取可 

  

アプリ De 統計  総務省統計局 総務省統計局から提供される統計

データ 

  

マップ De 統計  (独)統計センター GIS 機能を有する統計情報提供ア

プリ 

  

東京メトロアプリ 東京地下鉄株式会

社 

運行情報や駅情報（時刻表・構内図

等） 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bambuna.podcastaddict
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bambuna.podcastaddict
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.apps.transit&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.yjtop&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.emg&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.emg&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.emg&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.emg&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=abuttha.android.project&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovelin.guitartuna&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zinio.mobile.android.reader&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.ne.stream.svviewer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.ne.stream.svviewer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.air
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.daj.consumer.ifilter&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mec.maruhon&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mec.maruhon&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.radiko.Player&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.radiko.Player&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.stat.statapi001&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.nstac.jstatmap
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tokyometro&hl=ja
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表 17-6 アプリ（その他の開発元） 

名称 開発元 概要 備考 

tenki.jp 日本気象協会 天気予報アプリ   

日本郵便 日本郵便株式会社 郵便番号検索や料金計算   

救命・応急手当の基

礎知識 for ポケット

メディカ 

(株)C2 アンドロイドアプリ「家庭医学大全

科」から「救命・応急手当ての基礎

知識」を抜粋したもの 

 

ChipRef Mike Redrobe IC のピンの信号内容を示すデータ

ベース 

 

露出計アプリ: Light 

meter for photo 

appdev 入射光式で測定する露出計アプリ  

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jwa.or.jp.tenkijp3
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.japanpost.post.postbox.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.c2inc.medicallite.first&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.c2inc.medicallite.first&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.c2inc.medicallite.first&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redrobe.chipref&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gr.java_conf.appdev.app.exposuremeter
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gr.java_conf.appdev.app.exposuremeter
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【参考リンク】 

1. 導入の経緯 

【スマートフォン】 

スマートフォン - Wikipedia 

Android の歴史 

WEB 担当者様向け | スマートフォン用語集 

Android のとどまるところを知らない進化の過程を一挙に振り返るとこうなる - 

GIGAZINE 

Android - Wikipedia 

スウィートな歴代 Android OS バージョンまとめ | モバイルラボ 

Android Open Source Project 

グーグルの直面する「Android のオープンソース問題」とは | ReadWrite Japan 

「脱初心者！スマホの使いこなし講座」最新記事一覧 - ITmedia Keywords 

【SIM フリー】 

「SIM フリースマホ、1 年で販売台数が 3 倍増 ――スマホ市場全体の底支えに貢献、

大画面化も先行」(2015 年 9 月 17 日) プレスリリース | 株式会社 BCN 

「「格安 SIM カード」は仕事に使えるか？」最新記事一覧 - ITmedia Keywords 

格安 SIM カード 超入門ガイド：「格安 SIM とは何か」からメリット・デメリット、種

類と選び方、使える端末、注意点まで | アプリオ 

格安SIM比較 SIMフリー初心者入門（技術的な知識がないと購入した端末が使えない） 

個人向け SIM・インターネットサービスの IIJmio 

SIM フリースマートフォン | IIJmio 

みおふぉんダイアル | 音声通話機能付き SIM（みおふぉん） | IIJmio 

IIJmio スタートガイド - 初めてでも安心な IIJmio の格安スマホ 

みおぽんで賢く使おう - IIJmio スタートガイド（デビュー編） 

音声通話機能付き SIM（みおふぉん） | IIJmio 

ご利用開始までの流れ | 音声通話機能付き SIM（みおふぉん） | IIJmio 

格安 SIM 定点観測：通話を最もお得に利用できるのは「IIJmio」――2015 年 3 月音

声通話編 (1/2) - ITmedia Mobile 

みおふぉんのメリット/デメリット、MNP で乗り換える費用とスマホ代の節約方法・

評判 | 格安スマホ回線研究所 

IIJmio:高速モバイル/D （「☆APN 設定方法） 

みおふぉんのメリット/デメリット、MNP で乗り換える費用とスマホ代の節約方法・

評判 | 格安スマホ回線研究所 

BIC SIM カウンター｜ビックカメラ 

BICSIM サポートメニュー 

「BIC SIM カウンター」では、音声通話機能付の「BIC SIM」の新規契約や携帯電話番

号ポータビリティ(MNP)転入手続きなど、即時に対応いたします。 

Wi2 300 公衆無線 LAN｜Wi-Fi ソリューションを提供するワイヤ・アンド・ワイヤ

レス 

ログイン | 公衆無線 LAN サービス Wi2 300 

Wi2Connect ご利用ガイド Android｜ご利用手順｜Wi2 300 公衆無線 LAN｜

Wi-Fi ソリューションを提供するワイヤ・アンド・ワイヤレス 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3
https://www.android.com/intl/ja_jp/history/
http://touch-slide.jp/glossary/web%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E6%A7%98%E5%90%91%E3%81%91/
http://gigazine.net/news/20140618-android-history/
http://gigazine.net/news/20140618-android-history/
https://ja.wikipedia.org/wiki/Android
http://www.domore.co.jp/mobilelab/smartphone/android_version_history
https://source.android.com/
http://readwrite.jp/infrastructure/12094/
http://www.itmedia.co.jp/keywords/stepupspuse.html
http://www.bcn.co.jp/press/press.html?no=309
http://www.bcn.co.jp/press/press.html?no=309
http://www.itmedia.co.jp/keywords/kakuyasusim_work.html
http://appllio.com/mvno-sim-guide-for-beginners
http://appllio.com/mvno-sim-guide-for-beginners
http://ameblo.jp/simfreee/
https://www.iijmio.jp/
https://www.iijmio.jp/device/
https://www.iijmio.jp/hdd/miofone/dial.jsp
https://www.iijmio.jp/startguide/index.html
https://www.iijmio.jp/startguide/d4-5_miopon.html
https://www.iijmio.jp/hdd/miofone/
https://www.iijmio.jp/hdd/miofone/flow.jsp
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1503/31/news062.html
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1503/31/news062.html
http://yesmvno.com/iij-miophone/
http://yesmvno.com/iij-miophone/
https://www.iijmio.jp/service/manual/hdd/
http://yesmvno.com/iij-miophone/
http://yesmvno.com/iij-miophone/
http://www.biccamera.co.jp/service/store/bicsim/index.html
http://www.biccamera.co.jp/service/store/bicsim/index.html
http://www.biccamera.co.jp/service/store/bicsim/index.html?utm_medium=ec
http://www.biccamera.co.jp/service/store/bicsim/index.html?utm_medium=ec
http://wi2.co.jp/jp/300/
http://wi2.co.jp/jp/300/
https://service2.wi2.ne.jp/wi2was/mypageLogin
http://wi2.co.jp/jp/300/process/wi2_connect_android.html
http://wi2.co.jp/jp/300/process/wi2_connect_android.html
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サポートも充実していて初心者でも安心――「BIC SIM」で格安 SIM を始めよう - 

ITmedia Mobile 

【Zenfone】 

2 万円台で買える「ZenFone 5」は SIM フリー入門機に最適? - ライブドアニュース 

・ おサイフケータイ、ワンセグ／フルセグ、防水・防塵などの機能も備わっていない

ので、それらを重視するのであれば、キャリアから発売される端末（2014 年 11 月

発売？）  

【SIM フリースマートフォン】「ZenFone5」の使い方（その１）最初にすること｜

NIF の楽園 

国内版「ASUS ZenFone 5」 の初期設定とプリインストールアプリの調査。 - ICT

備忘録 

ZenFone 2 にプレインストールされているアプリを一挙紹介 | アイビースター 

ZenFone 2 「ASUS カスタマイズ設定」 と 「ASUS Launcher」 の各設定を詳

しく見てみる : Penname 3J's Blog 

ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | Phone | ASUS 日本 

ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | Phone | ASUS 日本 (Manual) 

ASUS の 2 万円台 SIM フリースマホ「ZenFone 2 Laser」徹底評価 買いに値する

機種なのか？ - 日経トレンディネット 

ASUS ZenFone 2 Laser の実機レビュー/SIM フリースマホ - the 比較 

ZenFone 2 / 2 Laser を買ったら設定しておきたい 19 のこと｜携帯総合研究所 

ZenFone 2 Laser（ZE500KL）レビュー！mineo 対応 sim フリー スマホ 

ZenFone 2 Laser (ZE500KL) よくあるご質問－FAQ | Phone | ASUS 日本 

ASCII.jp：自撮リストにオススメ！ カメラ機能が強力な「ZenFone 2 Laser」 (1/3)

｜このスマホ、ホントに買い？ 話題のスマホ徹底レビュー 

ZenFone 2 Laser を購入したら必ず覚えておきたい 11 の設定と使い方 - モバレコ 

見せてもらおうか！ ASUS の ZenFone 2 Laser のカメラ性能とやらを！ in 主に室

蘭 （カメラ機能のレビューつき）｜竹田 健二｜note 

【格安スマホ】ZenFone2 Laser をゲットしたのでレビュー！外観・セットアップ編 

| すたぶろ 

★つれづれ出張所♪ : ＡＳＵＳさまのイベントにて新端末いただくの巻♪ 

買った！「ASUS ZenFone2 Laser」開封レビュー！P8lite との簡単な比較もありま

す！ - YouTube 

ZenFone 2 Laser (ZE500KL) と ASUS ZenPad7.0（Z370KL）の Android 6.0

への FOTA アップデート開始 

ZenFone 2 Laser (ZE500KL)をAndroid 6.0.1 にアップデートしてみた | ソタブロ 

Android 6.0/6.0.1 Marshmallow マシュマロの新機能/不具合/変更点/使い方まとめ 

ZenFone2 Laser を Marshmallow アップデートしてみました | 開発マトリョーシ

カ | 株式会社 JBN | 長野県長野市の Web コンサル、制作会社 

ASCII.jp：Xperia にも Android 6.0 配信開始！従来スマホのアップデート方法をおさ

らい (1/3)｜Android 6.0 アップデートの強化ポイントを探る 

ZenFone 2 Laser を Android 6.0(Marshmallow) にアップデートした: 水より柔弱 

格安 SIM（MVNO）事情「曇りときどき晴れ」: ZenFone2 Laser（ZE500KL）を

Android 6.0.1 にアップデートしました。 

動作確認端末 | IIJmio 

 

http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1512/25/news016.html
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1512/25/news016.html
http://news.livedoor.com/article/detail/9429521/
http://solodc20101205.blog119.fc2.com/blog-entry-31.html
http://solodc20101205.blog119.fc2.com/blog-entry-31.html
http://category7.blog.fc2.com/blog-entry-112.html
http://category7.blog.fc2.com/blog-entry-112.html
http://ivystar.jp/hardware/ZenFone-2-to-introduce-once-the-app-that-is-pre-installed/
http://penname3j.blog.jp/archives/32847505.html
http://penname3j.blog.jp/archives/32847505.html
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-2-Laser-ZE500KL/
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-2-Laser-ZE500KL/HelpDesk_Manual/
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20150916/1066388/?rt=nocnt
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20150916/1066388/?rt=nocnt
http://thehikaku.net/internet/ASUS/15ZenFone2Laser.html
http://mobilelaby.com/blog-entry-ZenFone-2-laser-setting-setup.html
http://webdesignerwork.jp/smartphone/ZenFone2_laser_ze500kl_mineo/
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-2-Laser-ZE500KL/HelpDesk_Knowledge/
http://ascii.jp/elem/000/001/058/1058967/
http://ascii.jp/elem/000/001/058/1058967/
https://mobareco.jp/a24455/
https://note.mu/kenji_takeda/n/nbed8e91fa6e1
https://note.mu/kenji_takeda/n/nbed8e91fa6e1
http://stackof.me/ZenFone2-laser-2/
http://stackof.me/ZenFone2-laser-2/
http://ganchi.doorblog.jp/archives/8082924.html
https://www.youtube.com/watch?v=sTR7uFGlN2A
https://www.youtube.com/watch?v=sTR7uFGlN2A
https://www.asus.com/jp/News/9ibw2EcOBH3FAGW3
https://www.asus.com/jp/News/9ibw2EcOBH3FAGW3
http://yuzakasota.com/20160825-zenfone-2-laser-ze500kl-android-6-0-1-update/
http://androidlover.net/android-os/android-m/android-m-new-feature.html
https://www.jbnet.jp/staffblog03/noting/zenfone2-lasermarshmallow.php
https://www.jbnet.jp/staffblog03/noting/zenfone2-lasermarshmallow.php
http://ascii.jp/elem/000/001/155/1155781/
http://ascii.jp/elem/000/001/155/1155781/
http://kanakatsu.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/zenfone-2-laser.html
http://kumoritokidokihare.blogspot.jp/2016/08/zenfone2-laserze500klandroid-601.html
http://kumoritokidokihare.blogspot.jp/2016/08/zenfone2-laserze500klandroid-601.html
https://www.iijmio.jp/hdd/devices/
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2. アプリ環境の整備 

【Google のアプリ】 

Google モバイル 

Google Play の Android アプリ 

Google カレンダー - Google Play の Android アプリ 

セキュリティとプライバシー - Gmail ヘルプ 

Gmail - Google Play の Android アプリ 

Gmail セキュリティ チェックリスト - Gmail ヘルプ 

Gmail セキュリティを完璧に！不正アクセス対策決定版 

Tech TIPS：Android で削除できない不要なアプリを無効化する - ＠IT 

【センサ】 

AndroSensor - Google Play の Android アプリ 

Android で動く携帯 Java アプリ作成入門（52）：Android Wear や IoT で注目の

Android センサー機能 8 選 (1/3) - ＠IT 

第 7 回 センサーを使ってみよう(前編) | SoftBank スマートフォン サービス開発支

援サイト 

Android アプリ開発 | 

【ASUS】 

asus - Google Play の Android アプリ 

ZenUI, ASUS Computer Inc. - Google Play の Android アプリ 

ASUS Weather 

ASUS カレンダー - Google Play の Android アプリ 

ASUS Digital Clock & Widget - Google Play の Android アプリ 

ASUS Dialer & Contacts - Google Play の Android アプリ 

ZenUI Browser- Secure Web Surf - Google Play の Android アプリ 

ASUS Quick Memo - Google Play の Android アプリ 

ASUS PixelMaster Camera - Google Play の Android アプリ 

静鈴のスマホ・タブレット Enjoy Life!! 【ZenFone 2 Laser】簡単にスクリーンショ

ットを撮れます！ 

【アプリなど】 

ビジネスで役立つ定番の Android アプリ | マイナビニュース 

関数電卓 Panecal - Google Play の Android アプリ 

Mobile Security & Antivirus - Google Play の Android アプリ 

Android フォン向け Office | Outlook、Word、Excel 

Outlook と Google の同期 ソフトのまとめ＆使い方ガイド 

Outlook と Exchange ActiveSync - Outlook Support Team Blog JAPAN - 

Site Home - TechNet Blogs 

Outlook.com と Outlook を同期 させる - Outlook でいこう 

モバイル Outlook.com 

Outlook 2013 でスマートフォンのアンドロイドと予定表を同期したい - マイクロ

ソフト コミュニティ 

EVO Collaborator for Outlook 日本語使い方ガイド - Outlook でいこう 

QR コードスキャナー - Google Play の Android アプリ 

Microsoft Outlook - Google Play の Android アプリ 

So-net メーラー - Google Play の Android アプリ 

https://www.google.co.jp/intl/ALL_jp/mobile/android/
https://play.google.com/apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar&hl=ja
https://support.google.com/mail/topic/3394218?hl=ja&ref_topic=3394212
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=ja
https://support.google.com/mail/checklist/2986618?hl=ja
https://japan.norton.com/gmail-security-216
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1501/21/news120.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivasim.androsensor&hl=ja
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1406/26/news024.html
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1406/26/news024.html
https://www.support.softbankmobile.co.jp/partner_st/home_tech9/column7-1.cfm
https://www.support.softbankmobile.co.jp/partner_st/home_tech9/column7-1.cfm
http://ruta56.jp/?cat=60
https://play.google.com/store/search?q=asus&c=apps&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/dev?id=6704106470901776285&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.weathertime&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.calendar&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.deskclock&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.contacts&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.browser&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.quickmemo&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.camera&hl=ja
http://gigadget.blog.fc2.com/blog-entry-1179.html
http://gigadget.blog.fc2.com/blog-entry-1179.html
http://news.mynavi.jp/series/androidbiz/menu.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.kutu.Panecal&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.mobilesecurity&hl=ja
https://products.office.com/ja-jp/mobile/office-android-phone
http://outlook.aptrust.net/outlook-google-sync
http://blogs.technet.com/b/outlooksupportjp/archive/2014/07/24/outlook-exchange-activesync.aspx
http://blogs.technet.com/b/outlooksupportjp/archive/2014/07/24/outlook-exchange-activesync.aspx
http://outlook.aptrust.net/outlookcom
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/outlook-to-go#1TC=t1
http://answers.microsoft.com/ja-jp/office/forum/office_2013_release-outlook/outlook-2013/b5e274f7-6938-4663-935f-149c59417289
http://answers.microsoft.com/ja-jp/office/forum/office_2013_release-outlook/outlook-2013/b5e274f7-6938-4663-935f-149c59417289
http://outlook.aptrust.net/evo-collaborator-for-outlook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.so_net.mailer&hl=ja
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So-net ブログ - Google Play の Android アプリ 

Chrome ブラウザ-Google - Google Play の Android アプリ 

QR コードスキャナー - Google Play の Android アプリ 

拡大鏡 & 顕微鏡 (ルーペ, Magnifier) - Google Play の Android アプリ 

ON Ruler - Google Play の Android アプリ 

ON Protractor - Google Play の Android アプリ 

【交通・天気など】 

AccuWeather 天候 - Google Play の Android アプリ 

tenki.jp 天気・地震など無料の天気予報アプリ - Google Play の Android アプリ 

防災速報 - 地震、津波、豪雨など、災害情報をいち早くお届け - Google Play の 

Android アプリ 

東京の地下鉄の歴史 ～ 路線図と年表で時代をさかのぼる ～ 

スマートフォン向けアプリ「都営ナビ」のサービス終了のお知らせ ｜ 東京都交通局 

東京メトロアプリ - Google Play の Android アプリ 

JR 東日本アプリ - Google Play の Android アプリ 

Yahoo!路線情報のスマートフォンアプリ「Yahoo!乗換案内」 

渋滞情報ナビ（ 渋滞情報・交通情報・高速道路情報） - Google Play の Android ア

プリ 

My Tracks - Google Play の Android アプリ 

てくろぐ: IIJmio の SIM で緊急地震速報は受信できる？ 

【辞書など】 

マッシュアップ可能なライセンスの英語辞書(フリー辞書) 

Vector：ダウンロード 汎用・データ > 文書作成 > 各種辞書 

EDICT2 (EPWING) : Jim Breen's EDICT2 和英・英和辞書 Jim Breen's EDICT2 

和英・英和辞書 

PDD 百科辞書(EPWING) : 私立 PDD 図書館『百科辞書』 EPWING 版電子辞書 

『万葉集』JIS X4081 形式(EPWING)データ : JIS X4081 形式(EPWING)に変換済

の「万葉集」データ(西本願寺本、鹿持雅澄『萬葉集古義』) 

和独辞典 WaDokuJT (EPWING) : Japanisch-Deutsches Woerterbuch (和独・独

和辞典) 

口語訳聖書(新約 1954 年版、旧約 1955 年版) : JIS X4081 形式(EPWING)に変換

済の著作権フリーの日本語聖書 

WordNet 2.0 - Dictionary & Thesaurus : 英英辞典+類語辞典(EPWING) 

F2J2 (EPWING) : Dictionnaire Francais-Japonais 仏和・和仏単語帳 

Webster's 1913 (EPWING) : Webster's Revised Unabridged Dictionary 

(1913-ed.) 

M's 歴史 DB (EPWING) : Midwest's 歴史データベース (66,666 件) 

羅英辞典  JIS X4081 形式 (EPWING)データの詳細情報  : JIS X4081 形式

(EPWING)の羅英辞典 

Moby Thesaurus (EPWING)の詳細情報 : 巨大英英類語辞典(見出語 3 万/総類語

250 万) 

カクテル・レシピ集 (EPWING 版付)の詳細情報 : 2,233 Cocktail Recipes + 133 

Icons 

CEDICT (EPWING)の詳細情報 : Chinese-English Dictionary (中英[英中]辞典) 

Deutscher Thesaurus (EPWING)の詳細情報 : ドイツ語シソーラス 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sonet.blog&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hantor.CozyMag
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.potatotree.onruler
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.potatotree.onprotractor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accuweather.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jwa.or.jp.tenkijp3&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.emg&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.emg&hl=ja
http://azisava.sakura.ne.jp/rail/metro-history/
http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/newsevent/news/others/2014/otr_i_201402224498_h.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tokyometro&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jreast&hl=ja
http://transit.yahoo.co.jp/smartphone/app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.creative.apps.smart.trafficjam&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.creative.apps.smart.trafficjam&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.maps.mytracks&hl=ja
http://techlog.iij.ad.jp/archives/1193
http://www.xucker.jpn.org/keyword/freedictionary.html
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/data/writing/dic/
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se369320.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se369320.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se312764.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se356176.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se356176.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se389206.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se389206.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se451572.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se451572.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se323658.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se359782.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se334004.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se334004.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se344819.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se441543.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se441543.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se377050.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se377050.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se362841.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se362841.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se381784.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se452241.html
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The World Factbook 2004 (EPWING)の詳細情報 : 米情報局世界調書二千四年版 

Roget's 1911 (EPWING)の詳細情報 : Roget's Thesaurus of English Words and 

Phrases (1911-ed.) 

Computer Dictionary (EPWING)の詳細情報 : Dictionary of Computer Terms, 

developed as a free and open source project 

JIS 補助漢字 16 の詳細情報 : 16x16/40x40 ドット漢字イメージ付き EPWING 電

子辞書 

The Holy Bible: WEB+KJV (EPWING) : WEB (World English Bible) + KJV (King 

James Version) 

漢英佛學大辭典 (EPWING) : A Dictionary of Chinese Buddhist Terms: compiled 

by Soothill and Hodous 

A Short Biographical Dictionary : 英国作家人名小辞典(EPWING) 

EDICT2 for Mobipocket(英和) : Mobipocket 形式のフリーの英和辞典 Kindle など

での利用が可能 

WordNet 2.0 for Mobipocket : Mobipocket 形式の英英辞典 Kindle などでの利用

が可能 

無料であらゆる辞書がダウンロードできる - 「EPWING」とは? - NAVER まとめ 

EPWING for the classics 

EBWin4 （Windows 用の EPWING / 電子ブック(EB)ビューア） 

辞書だらけ 

dessed （辞書アプリを探してみよう） 

【レビュー】EPWING/EB 形式対応の電子辞書検索ソフト「EBWin4」 - 窓の杜 

しげふみメモ : 英辞郎 第五版の辞書データを EPWING に変換 

The World Factbook 

常用漢字筆順辞典 FREE - Google Play の Android アプリ 

「Google がめざす書籍・学術情報の活用について」 

Microsoft Outlook のデータを Google Apps と同期 | Gmail の使い方 

【電子書籍】 

FBReader - Google Play の Android アプリ 

縦書きビューワ - Google Play の Android アプリ 

青空プロバイダ - Google Play の Android アプリ 

Jota+ (Text Editor) - Google Play の Android アプリ 

ぴィすま 

MobileRead Wiki - E-book software 

Best Free eBook Reader for Android | Gizmo's Freeware 

Google Scholar 

【マスメディア】 

朝日新聞デジタル - Google Play の Android アプリ 

毎日新聞ニュース - Google Play の Android アプリ 

日本経済新聞 電子版／経済ニュースアプリの決定版 - Google Play の Android ア

プリ 

新聞！全紙無料で読める！ニュースが最速でサクサク読めるアプリ - Google Play の 

Android アプリ 

BBC News - Google Play の Android アプリ 

NHK WORLD RADIO JAPAN - Google Play の Android アプリ 

http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se346907.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se338074.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se338074.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se463395.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se463395.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se314644.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se314644.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se355597.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se355597.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se410052.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se410052.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se355600.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se486343.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se486343.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se486339.html
http://www.vector.co.jp/soft/data/writing/se486339.html
http://matome.naver.jp/odai/2141148386397125801
http://classicalepwing.osdn.jp/
http://ebstudio.info/manual/EBWin4/EBWin4.html
http://www.motorwarp.com/koizumi/dictionalies.html
http://hp.vector.co.jp/authors/VA021723/dessed/
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20130515_599335.html
http://blog.livedoor.jp/hakin/archives/51777910.html
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nowpro.nar04_f&hl=ja
http://mis.umin.jp/29/program/kikaku-A.pdf
http://www.appsupport.jp/gmail/sync-outlook/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geometerplus.zlibrary.ui.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.example.android.npn2SC1815J.VerticalTextViewer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mizushimanet.AozoraProvider&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sblo.pandora.jota.plus&hl=ja
http://p-suma.com/
http://wiki.mobileread.com/wiki/E-book_software
http://www.techsupportalert.com/content/best-free-ebook-reader-android.htm
https://scholar.google.co.jp/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asahi.tida.tablet&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=mainichi.jp.appl&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikkei.newspaper&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikkei.newspaper&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.allfree.newspaper&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.allfree.newspaper&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=bbc.mobile.news.ww&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.nhkworld.radio.japan.android&hl=ja
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Podcast & Radio Addict - Google Play の Android アプリ 

「格安 SIM カード」は仕事に使えるか？ 第 13 回：ネットラジオと Podcast、30 分

聴くとどれだけ通信量を消費する？ (1/2) - ITmedia エンタープライズ 

1SEG TV TUNER for PC (DS-DT305) 

USB ワンセグチューナーDS-DT305 を入手してエアーバンド受信：ロボット人間の

散歩道：So-net ブログ 

BBC News - Google Play の Android アプリ 

BBC Media Player - Google Play の Android アプリ 

NHK WORLD TV Live - Google Play の Android アプリ 

TED: Ideas worth spreading 

スーパープレゼンテーション｜E テレ NHK オンライン 

Chieko Asakawa - IBM 

全盲の研究者が描く未来：日経ビジネスオンライン 

第 133 回 浅川智恵子（2010 年 1 月 12 日放送）| これまでの放送 | ＮＨＫ プロフ

ェッショナル 仕事の流儀 

2015 年度「津田梅子賞」選考結果 | 開かれた大学 | 津田塾大学 

TED - Google Play の Android アプリ 

【宇宙】 

NASA App - Google Play の Android アプリ 

スカイマップ - Google Play の Android アプリ 

シンプル月齢ウィジェット - Google Play の Android アプリ 

【計測器】 

Spirit Level - Google Play の Android アプリ 

QUAPIX Lite - Google Play の Android アプリ 

金属探知機 : Metal Detector - Google Play の Android アプリ 

無料 チューナー Guitar Tuna - Google Play の Android アプリ 

【システム】 

Avast Cleanup & Boost - Google Play の Android アプリ 

Dr. Booster: メモリを解放しスマホを最適化 - Google Play の Android アプリ 

Clean Master[タスクキラー/ファイル削除] - Google Play の Android アプリ 

 

3. テザリング 

ASUS PC Link の インストール方法に関して 

ZenFone 2 Laser で Wi-Fi テザリング！電池持ち（継続時間）はどれくらい？ - SIM

フリー遊び 

ZenFone 2 Laser で Bluetooth テザリング！電池持ち（継続時間）はどれくらい？ - 

SIM フリー遊び 

 

4. カメラ 

ASUS 日本：PixelMaster 

ASUS PixelMaster Camera - Google Play の Android アプリ 

ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | Phone | ASUS 日本 

ZenFone 2 Laser ユーザーマニュアル 

ASUS Zenfone2 のカメラレビュー・性能比較と便利な使い方 | 充実 life ハック 

ASUS PixelMaster Camera - Google Play の Android アプリ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bambuna.podcastaddict&hl=ja
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/1403/05/news018.html
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/1403/05/news018.html
http://www.zox-net.com/products/tv/ds-dt305/
http://robotic-person.blog.so-net.ne.jp/2015-02-27
http://robotic-person.blog.so-net.ne.jp/2015-02-27
https://play.google.com/store/apps/details?id=bbc.mobile.news.ww&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.uk.co.bbc.android.mediaplayer&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.nhkworld.tv
http://www.ted.com/
http://www.nhk.or.jp/superpresentation/
http://researcher.watson.ibm.com/researcher/view.php?person=jp-CHIE
http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20100511/214342/?rt=nocnt
http://www.nhk.or.jp/professional/2010/0112/
http://www.nhk.or.jp/professional/2010/0112/
http://www.tsuda.ac.jp/open-college/umeko-award/2015result.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ted.android&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SimpleMoonPhaseWidget&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.spiritlevel
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eyelighting.lighitinglab.quapix_lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.metal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovelin.guitartuna&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.cleaner&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trendmicro.dr.booster&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.mguard&hl=ja
https://www.asus.com/jp/support/faq/1007320
http://sim-free-fun.com/asus-ZenFone-2-laser-ze500kl/asus-ZenFone-2-laser-wifi-tethering.html
http://sim-free-fun.com/asus-ZenFone-2-laser-ze500kl/asus-ZenFone-2-laser-wifi-tethering.html
http://sim-free-fun.com/asus-ZenFone-2-laser-ze500kl/asus-ZenFone-2-laser-bluetooth-tethering.html
http://sim-free-fun.com/asus-ZenFone-2-laser-ze500kl/asus-ZenFone-2-laser-bluetooth-tethering.html
http://www.asus.com/jp/PixelMaster/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.camera&hl=ja
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-2-Laser-ZE500KL/HelpDesk_Manual/
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/ZE500KL/J10021_ZE500KL_EM_WEB_only.pdf?_ga=1.221227864.1582392132.1484269351
http://mens-full-life.com/gadget/sim-free-devices/asus-zenfone2-camera/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.camera&hl=ja
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ASUS「ZenFone」シリーズの新しいスマホ発表を前に「ZenFone 2 Laser 

ZE601KL」のカメラがバージョンアップ！その内容とは？【レビュー】 - ライブド

アニュース 

「ZenFone 5」レビュー 第 2 回――暗い場所でも明るく撮れる？ 多彩なカメラ機

能を試す - ITmedia Mobile 

ASUS「ZenFone」シリーズの新しいスマホ発表を前に「ZenFone 2 Laser 

ZE601KL」のカメラがバージョンアップ！その内容とは？【レビュー】 - ライブド

アニュース 

【初めての ASUS Zenfone 3】【ZenUI】「カメラ」（PixelMaster Camera）アプリ

の機能と使い方 - NIF の楽園 

ホーム - 会誌「光学」 デジタルアーカイブ 第 1～43 巻（1972～2014 年） 

芹田保明「ディジタルカメラの手ぶれ補正機構」（『光学』（第 33 巻 9 号、2004） 

ASUS Zenfone 2 Laser 用の手持ちの機材を組み合わせた自撮り棒：ロボット人間

の散歩道：So-net ブログ 

Asus Zenfone Zoom, Zenfone Max, ZenWatch2: Asus at IFA 2015 - 

GSMArena.com 

Reviewing a mid-range smartphone - ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL | 

Digital Citizen 

ASUS「ZenFone」シリーズの新しいスマホ発表を前に「ZenFone 2 Laser 

ZE601KL」のカメラがバージョンアップ！その内容とは？【レビュー】 - ライブド

アニュース 

「ZenFone 5」レビュー 第 2 回――暗い場所でも明るく撮れる？ 多彩なカメラ機

能を試す - ITmedia Mobile 

FUJIFILM スマートフォン/タブレット PC/PC 用アプリケーション 

FUJIFILM Camera Remote - Google Play の Android アプリ 

iPhone Android 無料アプリ FUJIFILM Photo Receiver | FUJIFILM  

FUJIFILM Photo Receiver - Google Play の Android アプリ 

iPhone×Android 無料アプリ Camera Application | FUJIFILM  

FUJIFILM Camera Application - Google Play の Android アプリ 

「自撮り棒」 広がる使用を禁止 - NHK 特集まるごと 

ベルボン株式会社 ウルトラスティック セルフィー 

セルフィーポッド - スリック株式会社 

一眼レフ顔負けの本格写真が撮れる！スマホ対応のワイド＆マクロ、望遠レンズ | 

andronavi（アンドロナビ） - スマホの”分からない”を解決するウェブマガジン 

Leye - スマホ顕微鏡 

スマートフォン顕微鏡 [スマートフォン顕微鏡 エルアイ] 受賞対象一覧 Good 

Design Award 

 
5. アクセサリ 

株式会社レイ・アウト 

Bluetooth® ワイヤレスフルキーボード- TK-FBP013 シリーズ 

Bluetooth®3.0 対応スタンダードキーボード - TK-FBP052 シリーズ 

Bluetooth®3.0 対応 折りたたみキーボード ケース付き ｜株式会社バッファロー 

BUFFALO 

スマートフォンやタブレットで日本語入力ができません  - アンサー詳細  | 

http://news.livedoor.com/article/detail/11099485/
http://news.livedoor.com/article/detail/11099485/
http://news.livedoor.com/article/detail/11099485/
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1411/21/news048.html
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1411/21/news048.html
http://news.livedoor.com/article/detail/11099485/
http://news.livedoor.com/article/detail/11099485/
http://news.livedoor.com/article/detail/11099485/
http://solodc2011.com/zenfone-3/zenui/pixelmaster-camera
http://solodc2011.com/zenfone-3/zenui/pixelmaster-camera
https://annex.jsap.or.jp/photonics/kogaku/
https://annex.jsap.or.jp/photonics/kogaku/public/33-09-kaisetsu5.pdf
http://robotic-person.blog.so-net.ne.jp/2015-12-07
http://robotic-person.blog.so-net.ne.jp/2015-12-07
http://www.gsmarena.com/asus_ifa_2015_hands_on_review-review-1292.php
http://www.gsmarena.com/asus_ifa_2015_hands_on_review-review-1292.php
http://www.digitalcitizen.life/reviewing-mid-range-smartphone-asus-zenfone-2-laser-ze500kl
http://www.digitalcitizen.life/reviewing-mid-range-smartphone-asus-zenfone-2-laser-ze500kl
http://news.livedoor.com/article/detail/11099485/
http://news.livedoor.com/article/detail/11099485/
http://news.livedoor.com/article/detail/11099485/
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1411/21/news048.html
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1411/21/news048.html
http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera_remote/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fujifilm_dsc.app.remoteshooter&hl=ja
http://app.fujifilm-dsc.com/jp/photo_receiver/pc/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fujifilm_dsc.app.photo_receiver&hl=ja
http://app.fujifilm-dsc.com/app/camera_app/pc/jp/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fujifilm_dsc.app.photo_gate&hl=ja
http://www9.nhk.or.jp/nw9/marugoto/2015/04/0420.html
http://www.velbon.com/jp/catalog/monopod/ultrastickselfie.html
http://www.slik.co.jp/monopod/selfy/
http://andronavi.com/2013/04/261818
http://andronavi.com/2013/04/261818
http://leye.jp/
http://www.g-mark.org/award/describe/41059?token=LUhliVgPDY
http://www.g-mark.org/award/describe/41059?token=LUhliVgPDY
http://www.ray-out.co.jp/
http://www2.elecom.co.jp/peripheral/full-keyboard/tk-fbp013/
http://www2.elecom.co.jp/peripheral/full-keyboard/tk-fbp052/index.asp
http://buffalo.jp/product/input/keyboard/bskbb15/
http://buffalo.jp/product/input/keyboard/bskbb15/
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14688/p/0,7106,7108


127 
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音声定額でイヤホンマイクの価値を見直す - ケータイ Watch 

Android 端末のイヤホンマイク適合性について | よくあるご質問 | ワイモバイル 

ATH-S100iS | ヘッドホン | 一般製品 | オーディオテクニカ 

audio-technica スマートフォン用マイク付きヘッドホンアダプター(ブラック) 

AT338iS BK 

 

<< 著者の blog などから >> 

HYBRID W-ZERO3 Maniac 

HYBRID W-ZERO3 が PHS パケットデータ通信料金無料に！：ロボット人間の散歩

道：So-net ブログ 

HYBRID W-ZERO3 ： HYBRID W-ZERO3 Maniac の改訂 12 版 g バージョン発

行：ロボット人間の散歩道：So-net ブログ 

Android スマートフォン / タブレットのサーベイ：ロボット人間の散歩道：So-net

ブログ 

Windows Phone MADOSMA Q501 (Mouse Computer)：ロボット人間の散歩

道：So-net ブログ 

ビックカメラ有楽町店の BICSIM のカウンターを見学：ロボット人間の散歩道：So-net

ブログ 

SR-E9000－セイコーインスツル株式会社、141.5×95.4×23.0(mm), 233g (電

池込） 

SR-E9000 と最近の SII の電子辞書：ロボット人間の散歩道：So-net ブログ 

スマホを HYBRID W-ZERO3 から ZenFone 2 Laser に：ロボット人間の散歩道：

So-net ブログ 

ASUS ZenFone 2 Laser のアプリ一覧：ロボット人間の散歩道：So-net ブログ 

HYBRID W-ZERO3 に手持ちの「広辞苑」のインストール完了：ロボット人間の散歩

道：So-net ブログ 

HYBRID W-ZERO3 に EBPocket をインストールして広がる辞書の世界：ロボット

人間の散歩道：So-net ブログ 

HYBRID W-ZERO3 で King James Version の Bible を読む （BibleSurfer)：ロ

ボット人間の散歩道：So-net ブログ 

スマホを HYBRID W-ZERO3 から ZenFone 2 Laser に：ロボット人間の散歩道：

So-net ブログ 

GPS データロガー GT-730FL-S を入手：ロボット人間の散歩道：So-net ブログ 

HYBRID W-ZERO3 ： Pocket Mapple Digital のアップデート：ロボット人間の散

歩道：So-net ブログ 

レーザー距離計 GLM 80（BOSCH）を入手：ロボット人間の散歩道：So-net ブロ

グ 

ベルト式吊り下げデジタルスケール：ロボット人間の散歩道：So-net ブログ 

最少表示 0.1g のデジタルクッキングスケール KD-192 を入手：ロボット人間の散歩

道：So-net ブログ 

ライト付拡大鏡：ロボット人間の散歩道：So-net ブログ 

KORG CHROMATIC TUNER WT-12 の小修理：ロボット人間の散歩道：So-net

ブログ 

スマホを HYBRID W-ZERO3 から ZenFone 2 Laser に：ロボット人間の散歩道：
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So-net ブログ 

ASUS ZenFone 2 Laser 用のヘッドフォン選び：ロボット人間の散歩道：So-net

ブログ 

ASUS ZenFone 2 Laser のアプリ一覧：ロボット人間の散歩道：So-net ブログ 

「障害者週間のポスター」原画展（12 月 4～9 日、東京メトロ銀座駅日比谷線コンコ

ース「銀座オアシス」）：ロボット人間の散歩道：So-net ブログ 

USB ワンセグチューナーDS-DT305 を入手してエアーバンド受信：ロボット人間の

散歩道：So-net ブログ 

ASUS VivoTab Note 8 の周辺機材の整備：ロボット人間の散歩道：So-net ブログ 

LaVie Light BL350/CW Maniac : 第 3 版 i バージョン発行：ロボット人間の散歩道：

So-net ブログ 

ASUS ZenFone 2 Laser の環境整備に参考とした本：ロボット人間の散歩道：

So-net ブログ 

FinePix F300EXR 用の一脚探し：ロボット人間の散歩道：So-net ブログ 

スマホ顕微鏡「Leye」：ロボット人間の散歩道：So-net ブログ 

ポータブルナビゲーション-カーナビ YPB718si - Yupiteru 

ポータブルカーナビ YPB718si の寸評 他：ロボット人間の散歩道：So-net ブログ 

ASUS ZenFone 2 Laser の内蔵カメラの画角：ロボット人間の散歩道：So-net ブ

ログ 
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 目黒駅近くの歩道で、著者の前を「歩きスマホ」する若い女性が段差に

つまづいて転ぶ姿を見ました。千代田線の北千住駅の階段近くにいて何か

落ちる音がし、そちらを見ると若い女性がスマホを手に落ちた階段から立

ち上がる姿を見ることになりました。道路を歩いていて自転車を運転しな

がらスマホを見ている若い男性にぶつけられそうになりました。こんなこ

とが日本中のいたるところで起きていると思うと・・。 

 電気通信事業者協会と鉄道各社により、「やめましょう、歩きスマホ。」

のキャンペーン（上）が開催されていました。「歩きスマホ」する人に届く

か？ 

 

---------- 

携帯電話のマナー | お知らせ | NTT ドコモ 

携帯電話のマナー│スマートフォン・携帯電話│au 

東京消防庁＜安全・安心＞＜トピックス＞＜歩きスマホ等に係る事故に注意！！＞ 

「歩きスマホ」問題を考える（レポート一覧） | InfoCom ニューズレター 

「やめましょう、歩きスマホ。」キャンペーンの実施について（JR 東日本、電気通信

事業者協会（TCA）、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク） 

 

https://www.nttdocomo.co.jp/info/manner/
http://www.au.kddi.com/mobile/manner/
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/201503/mobile.html
http://www.icr.co.jp/newsletter/gpre-sato-kiko-nagara-html.html
https://www.jreast.co.jp/press/2015/20151009.pdf
https://www.jreast.co.jp/press/2015/20151009.pdf
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■ Maniac シリーズ 

FinePix S9000 Maniac 

FinePix F31fd Maniac + F11 

FinePix F100fd Maniac 

FinePix F200EXR Maniac 

FinePix F300EXR Maniac 

FinePix F900EXR Notes 

FinePix HS30EXR Maniac 

FinePix HS50EXR Maniac 

FUJIFILM XQ1 Maniac 

FUJIFILM X-M1 Maniac 

COOLPIX P5100 Maniac 

COOLPIX P330 Maniac 

Conversion Lens Maniac- コンバージョンレンズの活用 - 

Tripod Maniac - B 級（？）三脚選び - 

Step-Up, -Down Rings Maniac 

TS-613 & TSN-664 Digiscoping Maniac 

FABRE PHOTO Maniac 

Papilio 6.5x21 Maniac 

HYBRID W-ZERO3 Maniac 

Zenfone 2 Laser Maniac 

ASUS VivoTab Note 8 notes 

m-Stick MS-NH1 notes 

M-T2N510 notes 

LaVie Light BL350/CW Maniac 

PJ-20 Maniac 

VT250 Spada Maniac 

WACHSEN BA-100 Agnriff Maniac 

Audiovisual Equipment notes  - Loudspeakers - 

REGZA 32ZP2 and TVs note 

http://www.minami-nagareyama.org/editor/FXS9000maniac.html
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http://www.minami-nagareyama.org/editor/TS613digiscoping-maniac.html
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http://www.minami-nagareyama.org/editor/HYBRID-W-ZERO3-maniac.html
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