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周波数帳 2013 

ハンズエイドは、iOS アプリケーション「周波数帳

2013」と Android アプリケーション「周波数帳 

ONLINE」について、検索結果などをリアルタイムに

集計し、タイムラインのように閲覧できる新機能「周

波数帳 NOW!」を備えるアップデート版を配信開始

した。 

■新機能！「周波数帳 NOW!」■ 

 iOS 版「周波数帳 2013」、および Android 版「周

波数帳 ONLINE」のユーザーのみなさんが本アプリ

を用いて検索した結果などをリアルタイムに集計し、

タイムラインのように閲覧できる機能を設けました。 

これにより 

1）リアルタイムに検索されてる情報が届く！ 

2）全国の周波数をくまなくチェック！ 

3）マニアが聞いている周波数を持ち歩く！ 

が可能となりました。 

iOS 用の「周波数帳 2013」は、iOS 4.3 以降の 

iPhone/iPod touch/iPad に対応。アプリケーショ

ン本体の価格は 85 円（税込）。同アプリケーション

の購入時には、タクシー/ラジオ/アマチュア無線レ

ピーターの 3 ジャンルからなる約 2 万件のデータを

閲覧できる。その後は、全国 6 エリアから必要なデ

ータを追加購入する必要がある。全国データ一括

購入の価格は 2,800 円（税込）。 

 

iPad miniに「周波数帳

2013」を入れてみました。 

アプリケーション本体の

価格は 85 円（税込）で

近畿データ（エリアデー

タパック）が 800 円でし

た。 

 

新機能！「周波数帳 NOW!」です。 
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値段も安くて、紙データーを持ち歩くより、スタイリ

ッシューですね。 

難点はスマートホーン等の対応機器が無ければ使

用が出来ない事ですね。 

 

「Windows 8.1」のリリース日 

 Microsoft は米国時間 8 月 14 日、

「Windows 8.1」を10月18日に正式にリ

リースすることを発表した。 

 Windows の最新版である Windows 8.1 は、ニュ

ージーランドで現地時間 10 月 18 日午前 0 時にリ

リースされ、そこから順に世界中で提供開始される。

世界中の「Windows 8」ユーザーが、Microsoft の

「Windows Store」から無償アップデートとして

Windows 8.1 をダウンロードおよびインストールで

きるようになる。 

 同日、小売市場にも Windows 8.1 搭載の新しい

PC やタブレットが登場する予定だ。 

 Windows 8.1 は 6 月下旬からプレビュー版が提

供されている。プレビュー版をインストール済みの

ユーザーは既に、正式版の中身をかなり把握して

いることになる。 

 Windows 8.1 には「Start」ボタンがあるが、

「Start」メニューはない。このボタンは、Start画面

に戻るための視覚的なヒントを提供する。Start 画

面を経ずに直接デスクトップを表示したいユーザ

ー向けに、「Boot to Desktop」オプションも提供さ

れている。 

 Start 画面を使用するユーザーは、同画面のカ

スタマイズやパーソナライズがこれまでよりも簡単

になっていることに気付くだろう。「All Apps」（すべ

てのアプリ）画面や「Search」（検索）ツールといっ

た個々の機能も拡張されている。いくつかのビルト

インアプリも改良されている。 

 Microsoft は 6 月以降、Windows 8.1 に引き続

き改良を加えているため、プレビュー版を使用して

いるユーザーであっても、新しい発見がいくつかあ

るだろう。 

 PC とタッチスクリーン端末の両方を対象に設計さ

れた Windows 8 は、「Modern」なアプローチとデス

クトップのアプローチという相反する要素を併せ持

つことから評価が分かれている。これを気に入るユ

ーザーもいれば、嫌うユーザーもいる。いずれにせ

よ、Windows 8.1 は、同 OS を Windows 8 よりも好ま

しいものにしようとする Microsoft の最初の試みで

ある。 

 
 

ラズベリー・パイ 

プログラミング楽しく習得 

 子どもたちにコンピューター・プログラミングの楽

しさを知ってほしい。こんな発想から英国の慈善団

体が開発した格安コンピューター「ラズベリー・パイ」

が、ブームの兆しを見せている。名刺サイズで、価

格は 3000 円前後。昨年 2 月の発売以来、世界で

約130万台、国内では推計1万5000台が売れた。
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教育現場での利用も増えており、今後さらに広がり

そうだ。 

 ラズベリー・パ

イは、手軽にプ

ログラミングを

練習できる子ど

も向けパソコン

として開発され

た。縦 5・6 ㌢、

横 8・6 ㌢、重さ

は 45 ㌘。 

 基板がむき

出しになった

簡単な作りだ

が 、 テ レ ビ に

つなげばゲー

ムが、キーボ

ードを接続す

れば表計算や

文書作成がで

きるなど、通常のパソコンと変わらない機能を持つ。

インターネットから入手できる無償基本ソフトを、記

憶媒体（SD カード）を使って本体に導入し、英語で

初期設定を行う。 

 開発したのは、英国のラズベリー・パイ財団創設

者、エベン・アップトンさん（35）ら。きっかけは 2006

年、ケンブリッジ大教員だったアップトンさんら 6 人

が共有した危機感だったという。コンピューター科

学専攻の志望者は減り、新入生の計算科学の知

識レベルは下がっていた。  

 将来の人材不足を心配したアップトンさんらは

「子どもが、安くて丈夫で、プログラミングができるコ

ンピューターを毎日いじっていれば、優秀なプログ

ラマーが自然に育つはずだ」と考え、6 年余りかけ

て格安コンピューターを開発した。 

 名前は、コンピューター企業に果物の名前が多

い伝統と、使っているコンピューター言語名の「パ

イソン」を組み合わせた。パイソンは入力しやすく、

プログラミング教育に最適だという。 

 発売前から英国で話題になり、一時は生産が追

いつかなかったほど。開発途上国の学校などでも

利用されている。10歳程度の子どもらが、簡単なテ

レビゲームを作成したり、アート作品を作ったりと、

おもちゃ感覚で楽しんでいるという。 

 国内では電子製品販売会社「RSコンポーネンツ」

（横浜市）が取り扱っている。メモリー容量に応じて

2タイプがあり、価格は税抜きで2400円と3300円。

問い合わせは同社（045・335・8888）。 

教育現場で活用次々  日本にも愛好者団

体 

 ラズベリー・パイは、国内でも、小中学生向けのイ

ベントや大学教育に取り入れられ始めた。 

 8 月 19～21 日には、東京大で開かれた小中学

生向けサマーキャンプで、ラズベリー・パイを使っ

たゲーム作りなどが計画された。非営利団体

「CANVAS」（東京都）が主催。終了後はラズベリー・

パイを持ち帰って使ってもらう。 

 筑波大は、大学院 1 年生が履修する授業で今春

から使用。山際伸一・情報工学域准教授は「学生

には『壊してもいいから、好きなようにいじれ』と言

っている。失敗してもいいという教育効果は高い」と

話す。 

 国内の愛好家らは昨年末、「ラズベリー・パイ・ユ

ーザーズグループ」を結成。今年 5 月に来日した

アップトンさんからは、初期設定の説明などの日本

語翻訳を依頼された。代表の太田昌文さん（42）は

「グループの会合では、小型のロボットを動かすな

ど、毎回、様々な使い方のアイデアが出てくるので

驚く。今後さらに愛用者が増えるだろう」と予測して

いる。 

Raspberry Pi ボード(モデル A / モデル B)の機能 

•FPU 及び Videocore 4 GPU 搭載の Broadcom 

BCM2835 700MHz ARM1176JZFS プロセッサ 

•GPU は、Open GL ES 2.0、ハードウェアアクセラレ

ーション OpenVG、及び 1080p30 H.264 高プロファ

イルデコードを提供 

•GPU は、テクスチャフィルタリングと DMA インフラ

ストラクチャで、1G ピクセル/秒、1.5G テクセル/秒、

又は 24GFLOPS に対応 

•256 MB RAM (モデル A)、512 MB RAM (モデル B) 

•SD カードから起動、Linux を実行  

•USB 2.0 ソケット(モデル A: ソケット 1 個 / モデル

B: ソケット 2 個) 

•10/100 BaseT イーサネットソケット(モデル B のみ) 

http://jp.rs-

online.com/web/generalDisplay.html?id=raspberry

pi 

 

総務省に抗議（孫正義社長） 

密室・主観で決めている…孫社長、またまた総

務省に抗議 

総務相の諮問機関「電波監理審議会」が２６日に 
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新たに２・５ギガ・ヘルツ帯の周波数の割り当て先

企業を決定する予定で、ソフトバンク系のワイヤレ

スシティプランニングとＫＤＤＩ系のＵＱコミュニケー

ションズの２社が申請しているが、総務省がＵＱに

割り当てる方針を固めたと、２５日に一部で報道さ

れたことを受けて、孫社長は総務省を訪れ、２６日

の決定を延期し、審議会で２社を対象にした公開

ヒアリングを開催することを求める文書を総務相ら

に提出した。 

 孫社長は記者団に対し「総務省の人間が密室で、

主観で、書類を見て決めるプロセスがおかしい」と

述べ、行政訴訟の提起も検討する考えを明らかに

した。 

 電波監理審議会（総務相の諮問機関）が同日、

総務省の方針を了承した。 

 ＵＱは高速通信サービス「ＷｉＭＡＸ（ワイマック

ス）」の利用者が増え、利用の混雑度を示す１メガ・

ヘルツあたりの契約数が１３万６０００件と、ソフトバ

ンク系の２倍超にのぼる。混雑を緩和する必要性

がより高いなどと判断された。 

資料 広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のた

めの特定基地局の開設計画の認定に係る審査概要～

2,625MHz を超え 2,650MHz 以下の周波数を使用する特

定基地局～ 

競願時審査基準（第２基準）審査結果 

競願時審査基準（第２基準）の基準Ａ～Ｇの審査結果を

とりまとめると次のとおり。 

審査事項：UQコミュニケーションズ：Wireless City 

Plannin 

基準Ａ 高度 BWA 基地局の人口カバー率がより大き

いこと  ―  ―   

基準Ｂ 屋内エリア化及び高速化技術の導入その他

電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に

関する具体的な計画がより充実していること 

１点  ―   

基準Ｃ 電気通信設備の安全・信頼性を確保するた

めの対策に関する具体的な計画がより充実していること 

 ― １点   

基準Ｄ 多数の者に対する電気通信役務の提供又は

電気通信設備の接続その他の多様な方法による基地

局の利用を促進するための具体的な計画がより充実し

ていること  ―  ―   

基準Ｅ 指定済周波数を有していないこと又は指定済

周波数幅に対する契約数の割合がより大きいこと 

１点  ―   

基準Ｆ 指定済周波数における人口カバー率がより

高いこと  ―  ―   

基準Ｇ 指定済周波数における屋内エリア化及び高

速化技術の導入その他電波の能率的な利用を確保す

るための技術の導入に関する具体的な計画がより充実

していること １点  ―   

合計 ３点 １点  

UQ コミュニケーションズが最高点を獲得しており、

競願時審査基準（第２基準）への適合の度合いが

最も高かったため、UQ コミュニケーションズの開設

計画を認定することとする。 

 

宇宙で使っている道具類 

宇宙では、どんな道具をどんな箱にいれている

のでしょう。 

道具箱の中身は、性格がでるでしょうね。きっち

りぴっちり整理整頓されているもの、ぐっちゃぐちゃ

に見えるけど本人だけがわかるもの、しっちゃかめ

っちゃかで本人すらもわからないもの…。宇宙で使

う道具箱は、しっちゃかめっちゃかじゃ困りまよね。 

 

 

 


