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謹んで新年のお祝いを申し上げます 
全国 84 愛好会&JP3YHE 一同 

 

 

Computer で全漢字使用可 6 万字

コード化 

日本語の漢字は、

戸籍などに使われてい

るものも含めると６万字

あるのに対し、コンピュ

ーターは、実は１万字

しか扱うことができませ

ん。これに対し、このほ

ど１５年越しの作業の

末、６万字すべてが統

一の規格にまとめられ

て、コンピューターが

すべての漢字を扱えるようになり、ビッグデータの活

用をはじめさまざまな効果が期待されています。 

コンピューターで文字を扱うには、１つ１つの文字

に、「コード」と呼ばれる世界共通の番号を割りふる必

要がありますが、日本語の漢字で、コードが割りふら

れているのは１万字だけで、コードが無く、コンピュー

ターが扱えない「外字」は、戸籍で使われているもの

をはじめおよそ５万字に上っています。 

中には、メーカーなどが独自に対応した外字もあり

ますが、コードが無いために、メーカーごとの互換性

が無く、データを受け渡してもコンピューターが認識

できずに「文字化け」してしまったり、ある人の名前に

本名の外字を充てたものと略字を充てたものの２つの

データがあった場合、コンピューター上では、別の人

と認識されてしまったりするなどの問題が起きていま

した。 

このためＩＰＡ＝情報処理推進機構は平成１４年か

ら、経済産業省とともに外字を含めたおよそ６万字の

漢字１つ１つに、コードを割りつける作業を進めた結

果、このほど１５年越しでようやく完了し、国際規格と

して登録されました。 

この結果「日本語の壁」の１つが取り払われ、外字

が使われた名前を正確に表示できたり、地名を含む

ビッグデータを正確に分析できたりするなどの効果が

期待されています。 

ＩＰＡの田代秀一参与は「日本人にとって、名前は

大事なアイデンティティーで、戸籍では尊重されてい

るがコンピューターが追いついていなかった。文字を

正確に扱えるようにすることは、今後ますます重要に

なる」と話しています。 

漢字とコンピューターのこれまで 

戸籍で使われている文字のうち例えば「渡辺」の

「ベ」は「辺」「邊」「邉」など１１種類、「斉藤」や「斎藤」
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の「サイ」は「斉」「斎」「齊」「齋」などおよそ６０種類あり

ますが、このうちコンピューターが扱えるのは「べ」は３

文字、「サイ」は１５文字ほどです。 

 

また「吉田」の「ヨシ」のつくりが「土」になっている漢 

字も外字です。日本で初めて漢字のコードが作られ

たのは昭和５３年のことで、当時はコンピューターの

能力が低く大量のデータを扱えないことなどから登録

された漢字は、およそ６０００字でした。 

その後、昭和５４年に世界初の日本語ワープロが

発売されるなど家庭や企業でパソコンが普及して、さ

まざまな漢字を扱う必要が出てきましたが、コードの

整備は進まず、コードのない漢字は、それぞれのメー

カーがばらばらに作っていました。 

現在は、およそ１万字の漢字にコードが付いてい

ますが、いまだに特定のソフトでなければ表示できな

い漢字もあり、対応が急がれていました。 

企業や自治体も一苦労 

外字の問題は、さまざまな企業だけでなく自治体

の課題としても浮かび上がっています。 

東京・表参道にある手紙用品店では、結婚式の招

待状や席次表の印刷を手がけていて、名前に外字

があった場合は、手書きで紙に書いてもらい、市販の

ソフトが対応しているかどうか調べています。 

対応していない漢字は、作画ソフトを使って一画一

画を手作業で書いていて、これまでにおよそ２４０字

をこうした方法で対応したということです。 

手紙用品店の吉澤まどかさんは「結婚式は、お祝

い事なので、誤字脱字がないのはもちろんお名前の

一画一画を大切にして間違いがないように心がけて

います」と話しています。 

一方、福島県相馬市では、東日本大震災のあと、

「り災証明書」の発行に必要な被災の状況を迅速に

把握するため住民基本台帳にある名前や住所を電

子地図に取り込もうとしました。 

ところが、外字が含まれていたため、地図上で文字

化けして黒い点になってしまい、手作業でのデータ

の修正を迫られたということです。 

ＩＴ企業でも… 

東京・新宿区にあるＩＴ企業は、厚生労働省が発表

している全国８０万か所に上る医療機関や薬局、介

護事業所の情報をデータベースにまとめ、製薬会社

などに販売したり検索サービスを提供したりしていま

す。 

ところが、施設の名前や所在地に外字が含まれて

いると、うまく表示できないうえ、データベース上で別

の施設として登録されてしまいます。 

このため現在は、スタッフが１週間かけてすべての

情報をチェックして手作業で修正していて、人件費だ

けでなく更新のスケジュールにも影響が出ているとい

うことです。 

こうした修正作業は、欧米の企業ではほとんど必 

要なく、ビッグデータの解析や人工知能の開発など

でも日本のハードルとなっています。 

このＩＴ企業の高木祐介取締役は「データ分析では、

１つでも情報が間違っていると全く役に立たず、デー

タが整っていないことで日本の競争力の低下につな

がりかねない。今回のコード化によって、文字が整え

られればより事業がしやすくなる」と話しています。 

 

米 Google が、新しい Android アプ

リ「Datally」を公開した。  

               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Datally は、直感的に使えるシンプルなアプリだ。モ

バイルデータ通信の使用状況を把握して、貴重な通

信量をひそかに食いつぶしている行儀の悪いアプリ

の通信を停止できる。データ通信量が異常に多いと

いう通知が携帯キャリアから来るような人は、 も足を

引っ張っているアプリを特定して停止させるのに使え

る。 

Datally を利用するには、まず簡単なセットアップを

行う。その際、VPN へのアクセスを許可する必要があ

る。Datally の 初の画面では、その日使ったデータ

通信量がひと目で分かる。さらに、「Manage data」ボ

タンをタップすると、週間や月間の使用量を確認でき

る。そのほか、使用量に応じた通知の設定や、モバイ

ルデータ通信の利用を認めないアプリの設定も可能。

モバイルデータ通信をタップ 1 つでオフにできる

「Data Saver」機能もある。  

だが、特に素晴らしいのは、Wi-Fi を探す機能かもし

れない。「Find Wi-Fi」ボタンをタップすると、近隣にあ

る公衆 Wi-Fi ネットワークの場所が一覧表示される。

Google マップで道順を確認したり、同じ地域のユー
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ザーのためにネットワークの品質を評価できる機能も

ある。  

 Google によると、フィリピンで Datally を数カ月テスト

したところ、ユーザーはデータ通信量を 大 30％節

約できたという。Datally は Google Play ストアから入手

できる。  

 月間通信量の上限が迫った時や、通信速度の低速

化を回避したい時など、データの使用量には誰もが

気を配る必要がある。行儀の悪いアプリが 1 つか 2 つ

あるだけで、大きな差が出ることもある。Datally の利

点はデータ通信量の節約だけではない。使っていな

い時の処理が多すぎるアプリを特定できることから、

バッテリーの節約にもつながる。これだけシンプルで

便利となると、次期 OS「Android P」に、スタンドアロン

アプリなり設定メニューなりの形で Datally が搭載され

たとしても驚きではない。iPhone も併用している筆者

としては、いつか App Store にも登場してくれたらうれ

しいところだ。  

 

iPhone の性能を意図的に下げてい

た問題、Apple への集団訴訟に発展 

 バッテリーの劣化による不意のシャットダウンを防ぐ

ため、Apple が古い iPhone の性能を意図的に下げて

いた問題は Apple への集団訴訟へと発展しました。  

 古い iPhone の性能を下げていることを Apple が認

める。理由は「シャットダウンを防ぐため」 

 米ニュースサイト『Chicago Sun-Times（シカゴ・サン

タイムズ）』によると、イリノイ州、オハイオ州、インディ

アナ州、そしてノースカロライナ州に住む 5 名の

iPhone ユーザーが Apple に対して訴訟を起こしまし

た。  

 また、ワーナー・ブラザースが所有するニュースサイ

ト『TMZ（Thirty Mile Zone）』では、カリフォルニア州に

住む男性が『iPhone 8』より前のモデルを利用してい

る iPhone ユーザーを代表として集団訴訟を提起した

と報じられています。  

 いずれの訴訟でも Apple に対して損害賠償を求め

ており、その理由として「消費者保護法に違反してい

る」、「性能を下げることに合意していない」、「Apple

は不必要に新しい iPhone を買わせようとしている」な

どが挙げられています。  

 そしてこれらの訴訟で問題とされているのは、やは

り「ユーザーに対して黙って実施していた」という点で

す。  

バッテリー交換という対処法を隠す行為 

 Apple が行った「バッテリーの劣化に応じて性能を

下げる」という行為は、間違っているわけではありませ

ん。  

 仮に実施されていなかった場合、古い iPhone を使

っているユーザーは新しいアプリを利用した際によく

iPhone がシャットダウンする事態に陥っていたと考え

られます。  

 これを回避するためには「ピーク時の性能を下げる」

か「バッテリーを交換する」しかありません。  

 しかし、Apple は前者のみを黙って実行することで、

後者をユーザーに対して隠していました。これでは

「不必要に新しい iPhone を買わせようとしている」と言

われても仕方のないことです。  

 今後、集団訴訟はより大きなものに発展することは

想像に難くないでしょう。この大きな問題に対して「性

能を元に戻す」のか、「（おそらくは無償か廉価の）バ

ッテリー交換に応じる」のか、それとも別の対処法を

示すのか。Apple の今後の動きに注目です。 

 

ソニーのスマートスピーカー「LF-

S50G」と「Google Home」を比較

して分かったこと 
 

 

ソ ニ ー 「 LF-

S50G」 。写真 の

ホワイトの他、ブ

ラックとブルーの

カラーバリエーシ

ョンがある  

 

 

 「Google アシスタント」対応のスマートスピーカーを

検討するにあたり、「Google Home」と「Google Home 

Mini」の二択で迷う人は少なくないはずだが、実は選

択肢はこれだけではない。併せて検討したいのが、

Google 以外のメーカーによる Google アシスタント対

応のスマートスピーカーだ。 

 いうなれば「Google Home の互換スピーカー」（メー

カーはそのような表現は使っていないが）となるこれら

の製品は、Google Home と同等の性能を備えつつ、

さらに独自の機能を備えており、プラスアルファの価

値を求めるユーザーにとって注目の存在だ。 
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 今回はその中から、ソニーの「LF-S50G」をメーカー

から借用したので、いわば純正である Google Home

と比較しながらチェックしていこう。 

●前面に浮かび上がる時計表示が便利 

 まずは外観から見ていこう。本体のサイズは Google 

Home に比べてひとまわり大きい程度で、上下が丸く

なっている他は、ほぼ円柱と言っていいストレートな

形状だ。台座の部分はメタル調で、デザインのアクセ

ントになっている。 

 Google Home にない機能として、本体の前面に時

間（12 時間か 24 時間）を表示できることが挙げられ

る。時間の確認は、人によっては頻繁に使う機能だけ

に、わざわざ音声コマンドを使わなくとも目視で確認

できるのは非常に便利だ。 

 また後述するが、音量を調整した際は、この時計の

表示が一時的に音量のパーセンテージ表示に切り

替わる。Google Home および Google Home Mini で

は、LED の点灯で判断するしかなかったので、きめ

細かで分かりやすい。本体底面のボタンで、LED の

光量を調整できるのも気が利いている。 

 一方、いかにもタッチで操作できそうに見える LF-

S50G の天板だが、タッチには対応しておらず、その

代わりに手をかざすジェスチャー操作に対応する。こ

れがかなりのくせ者なのだが、詳しくは後述する。 

●セットアップ手順は Google Home と同じだが、大音

量に注意 

 セットアップの手順は Google Home と同じで、スマ

ートフォンに Google Home アプリが入った状態で本

体の電源を入れると、アプリが LF-S50G を自動検出

する。その後、手順に従って設定していけば、音声コ

マンドによるコントロールが可能になる。 

 気を付けたいのは、他の Google Home ファミリーの

製品と同様、電源投入直後に流れる Google アシスタ

ントの音声が、隣室に響き渡りかねないほどの大音量

であることだ。この時点で音量の調整方法（後述）を

知っていないとかなり慌てるし、知っていても初めて

の操作で成功するのは至難の業だ。 

●「OK Google」なしでも音声コマンドを認識できるジ

ェスチャー機能 

 LF-S50G の特徴の 1 つに、タッチ操作ではなく、ジ

ェスチャー操作に対応していることが挙げられる。つ

まり、本体に触れずに、本体から手を浮かせて特定

の動きをすることで、スピーカーを操作できるのだ。 

 ジェスチャーは主に 2 種類。「本体真上に手をかざ

して、決まった方向に通過させる」ことで曲の一時停

止や再生、次の曲や前の曲への移動が行える他、

「本体の真上から指をさして時計回り、反時計回りに

動かす」ことで音量調節が行える。 

 このジェスチャー機能は、キッチンなどで使用する

際、手がぬれていて触れられない場合も操作できる

ことがウリとのことで（ちなみに LF-S50G は IPX3 の防

水仕様に対応している）、使ってみた限りでは、「本体

真上に手をかざして、決まった方向に通過させる」ジ

ェスチャーについては、まだ直感的な操作が可能だ。 

 しかしもう一方のジェスチャー、「本体の真上から指

をさして時計回り、反時計回りに動かす」ことでの音

量調節は、動かす範囲が把握しづらい上、3％刻み

でしか上げ下げできず、ストレスがたまる。Google 

Home も音量は大ざっぱにしか上げ下げできないが、

天板を直接なぞるため確実な操作が可能だし、失敗

時のリカバリーもしやすい。 

 そもそも音量の調整は、必要に迫られて行うことが

多いだけに、操作に不確実性を伴うジェスチャーを

割り当てるのは個人的によく分からない。音量を調整

しようと天板に指を持っていったところ、「手を決まっ

た方向に通過させる」ジェスチャーと誤認されて再生

が一時停止することもある。 

 ちなみにこのジェスチャー機能、試した限りでは本

体上 10cm 程度の範囲を手が通過した際に認識され

るので、スピーカーの向こう側に置いた物を取ろうと

手を伸ばした瞬間に、うっかり反応させてしまうことも

しばしば。家庭によっては、室内で飼っている小動物

が誤動作の原因になることもありそうだ。 

 こうした可能性を考慮すると、ジェスチャーを完全無

効にし、音声コマンドだけにする設定もあってよさそう

だが、永続的に無効にする方法はないようだ（底面の

ボタンで 3 分間だけ無効にすることはできる）。マイク

が無効にできてジェスチャーは無効にできないのは、

どうもふに落ちない。利用者の IT リテラシーが必ずし

も高くない可能性があるスマートスピーカーの設計と

しては、やや疑問だ。 

 なお、前述の「本体真上に手をかざして、決まった

方向に通過させる」ジェスチャーのうち、後方から手

前への手の通過は、「OK Google」というウェイクワー

ドを発するのと同じ意味を持つ。つまりこのジェスチャ

ーを使えば、ウェイクワードなしで音声コマンドで指示

を出せる。うまく使いこなせば、他の製品にない使い

方が実現できるだろう。これは個人的にはプラス評価

だ。 

●音は 360 度に広がり臨場感は抜群 

 LF-S50G の 大のウリは何と言ってもスピーカー性

能だ。Google Home は、低音は響くものの高い音が

弱い傾向があり、音量を下げて音楽を再生するとベ

ースの音だけが響いてくるようなこともあった。 

 その点、LF-S50G は全域にわたってバランスもよく、

この本体サイズで、かつ 1 台だけで再生しているのと

は思えないほど臨場感のある音が出る。音は 360 度
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に広がる構造なので、リビングのテーブルの中央など

に置き、室内をこれ 1 台でまかなうのも十分だ。 

 やや困るのが、Google アシスタントの音量がかなり

大きいことだ。Google Home ファミリーの製品では、

「アシスタントの音量」と「それ以外の音楽などの音量」

は別物で、音量調整でコントロールできるのは後者な

のだが（それ故に音量 0 でもアシスタントの声は聞こ

える）、LF-S50G はアシスタントの音量が他製品よりも

大きめで、設定した音量とは関係なく、かなり大きな

声で返事が返ってくる。 

 Google Home やオンキヨーの「G3」（Google アシスタ

ント対応のスマートスピーカー）が、音楽で言うところ

の 10％相当の音量だとすると、LF-S50G は体感的に

20～30％相当なので、周囲に迷惑にならないように

音楽の音量を 10％以下に絞っていても、アシスタント

は構わず 20～30％で返事をする、という状況になっ

てしまう。 

 恐らく、前述のように部屋の中央に置いて操作する

という使い方を想定しているため、どこからでも聞き取

りやすいよう音量を大きめにチューニングしているの

ではないかと思うが、他製品と比べてかなり極端で、

逆に使い方を狭めているように感じる。 

 今後のアップデートで「おまかせ音量」なる機能が

追加されるとのことだが、個人的にはむしろこちらの

修正を早期にお願いしたいところだ。 

●結論は？ 

 以上のように、LF-S50G は Google Home でできる

機能を網羅した上で、スピーカーとしてプラスアルフ

ァの性能を持った製品だ。個人的にはジェスチャー

操作は決して使いやすいと思わないのだが、手がぬ

れたままでも使えるなどのメリットがあるのは事実で、

この辺りは好みによるところだろう。 

 ちなみに、Bluetooth の外部スピーカーとして使用し

た場合も、音の遅延がほぼ皆無なのは隠れたメリット

だ。対応コーデックは SBC のみなので、遅延に関し

てはあまり有利と言えないはずだが、iPad および

Android タブレットと接続して外部スピーカーとして使

った限りでは、有線のヘッドフォンと何ら違いが分か

らないレベルで、動画再生にも十分対応できた。 

 次回紹介するオンキヨーの G3 では明らかな遅延が

あるだけに、スマートスピーカーをテレビやプロジェク

ターの外部スピーカーとして使うことも視野に入れて

いるならば、LF-S50G を選択する価値は高い。後は

Google Home に比べてプラス 1 万円の 2 万 5000 円

前後（税別）という実売価格を、どう判断するかだろう。 

 

雷から「反物質」が生成されるメカ

ニズム、ついに解明へ 

自然界にはほとんど存在しないと考えられていた

「反物質」が、雷という身近な自然現象によって大量

に生まれている。そのメカニズムが、京都大学の研究

チームによって世界で初めて解明された。 

「生命の起源」ついに明らかに？ 

地球上には、絶えず宇宙から高エネルギーの放射

線が降り注いでいる。宇宙線と呼ばれるこれらの放射

線は、超新星の残骸やブラックホール、そして中性子

星が「加速器」の役割を果たし、高エネルギーの電子

や陽子を生み出した結果と考えられている。 

 近年の観測では、こういった粒子の加速現象が、非

常に身近な「雷」や「雷雲」で発生し、同様に高エネ

ルギーの放射線（ガンマ線）を生み出していることが

明らかになっていた。しかし、粒子がどのようにして加

速されるのか、そして発生したガンマ線が大気中でど

のような反応を起こすのかは、十分に解明されていな

かった。 

こうした課題に取り組んだのが、京都大学の榎戸

輝揚特定准教授が率いる研究チームだ。彼らは

2015 年、雷や雷雲から放出されるガンマ線の謎を解

明するため、学術系クラウドファンディングサイト

「academist」を通じて民間から研究資金を募集した。 

この「雷雲プロジェクト」は見事に目標金額を上回り、

研究チームはガンマ線検出のための放射線測定装

置の試作をスタート。現在では 10 台以上が、石川県

金沢市、小松市、新潟県柏崎市に設置されている。

「冬の北陸の日本海沿岸には毎年、強力な雷雲が押

し寄せ、世界的にも数少ない恵まれた雷の観測場所

になります」と、研究チームは説明している。 

雷が引き金となった 3つのガンマ線発生源 

研究チームは、17 年 2 月 6 日に柏崎市に設置さ

れた 4 台の測定器により、雷由来の強力な放射線を

検出した。彼らは 初に、落雷の瞬間に非常に強い

ガンマ線を確認。次に、落雷から約 50 ミリ秒ほど続く

「ショートバースト」ガンマ線を検出した。 

さらに、電子とその反物質（反粒子）である陽電子

が衝突して放出される「電子・陽電子の対消滅」ガン

マ線を落雷から約 1 分にわたって検出した。これらの

観測結果について、研究チームは 3 つのガンマ線発

生プロセスを以下のように説明している。 



2018 年 01 月 01 日 発行 新年号   通刊 360 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page６ 

まず、落雷による「強力なガンマ線」が大気中の窒

素 14N の原子核にぶつかり、中性子を 1 個外に弾き

飛ばす。光核反応と呼ばれるこのプロセスの結果、

弾き飛ばされた中性子と、中性子がひとつ減った窒

素の放射性同位体である窒素同位体 13N が生成さ

れる。 

次に大気中の窒素 14N が、弾き飛ばされた中性子

を吸収することで窒素同位体 15N に変化する。そし

て窒素同位体 15N は、中性子を吸収した際の余剰な

エネルギーを、「ショートバースト」ガンマ線（脱励起ガ

ンマ線）として放出する。 

核反応で生成された窒素同位体 13N は不安定な

ため、ベータプラス崩壊を起こし、原子核の陽子 1 個

が中性子に変わる。その結果、炭素13C、ニュートリノ、

陽電子（反物質）が発生。この反物質が大気中の電

子と衝突することで対消滅し、「電子・陽電子対消滅」

ガンマ線を放出する。 

「観測可能なほど大量の中性子や陽電子が雷で

生成されているというのは、大変な驚きでした」と語る

のは、今回の研究で検出装置の制作やデータ解析

で中心となった、東京大学大学院の和田有希氏だ。

「地上には宇宙線などの環境放射線が常に存在して

おり、われわれの高感度な検出器でも、陽電子が少

量生成されたくらいではその存在を観測できないの

です」 

自然界にはほとんど存在しないと考えられていた

反物質は、今回の研究により、雷という身近な自然現

象によって大量に生まれていることが確認された。そ

して「電子・陽電子対消滅」ガンマ線を含むこれら一

連の現象は、雷を引き金とした光核反応として説明

できることが、世界で初めて観測的に解明されたのだ。 

一方で、光核反応や反物質の生成のきっかけとな

る、 初の「落雷による強力なガンマ線」はどのような

仕組みで起こるのかはよくわかっていないという。これ

について、榎戸教授は次のように推測している。 

「このメカニズムは完全には解明されていませんが、

雷の放電時に強い電場で電子が光速近くまで加速さ

れ、大気にぶつかって放出される制動放射ガンマ線

と考えられています」 

市民からの研究費サポートによりオープン

サイエンスへ 

一般市民からサポートを得たこれら一連の研究内容

は、学術誌『Nature』に掲載されている。なお、日本

語版の詳細にはプレスリリースからアクセスできる。 

 

今回の「雷雲プロジェクト」は、市民参加型の科学

プロジェクトとして観測データが公開されている。彼ら

は今後、観測拠点の拡大やデータ解析などで市民

の協力を得るために、「サイエンス・ミートアップ」など

の勉強会を通じて連携の強化をはかっていく予定だ

という。 

 

Airwheel R6 

「Airwheel R6」は折り畳み式の電動バイク。完全自

動とはいかないが、「電動折り畳み」と呼んでも差支え

のない折り畳み機構を持っている。 

折り畳み時にはフレーム後部のボタンをプッシュ。

これでフロントフレームがリアフレーム内に自動的に

収納され、全長がコンパクトになるという仕組みだ。あとはハン

ドルを倒し、シートを下げれば折り畳み作業が完了となる。 

折り畳んだ状態では高さ 750x 長さ 910x 幅 400 ミ

リ。部屋の隙間やオフィスの机の下に収納することが

できる。重さは 19.2 キロと、いわゆる“ママチャリ”程度

の重さ。これを持って階段を上るのは厳しいかもしれ

ないが、ちょっとだけ移動させるくらいなら女性でもで

きるだろう。 

バッテリーの充電には約 200 分かかる。フル充電

で走行可能な距離は約 40 キロ。 高速度は時速 27

キロとなっている。 

販売元の AFU は現在、クラ

ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ サ イ ト

GREEN FUNDING で予約販

売を実施中。先着 40 名は、

9 万 8,800 円で購入可能だ。

市販予定価格は 14 万 8,800

円。出荷は 2018 年 4 月下旬

を予定している。 

 

 

 

 

 


