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はじめに

「⼤大事なのは技術でなくそれを使って何を⽣生み出すことができるかだ。
コンピューターを使って感動を巻き起こすことだ。」

jobs 　 　

ICT（情報通信技術）のおかげで⾼高度度なツールが廉価に利利⽤用できる時代に
なった。
しかし、スティーブ・ジョブズが⾔言うように何を⽣生み出せるかが重要で感
動を起こすことが⽬目的だ。
この中では、先進のハード（ツール）とソフト（アプリ）を紹介すると同
時に、何に使えば価値が出るのか、感動するのかを説明している。
既に⽇日本でも70万本以上のアプリが販売されているのですべてを知ること
は出来ないが、ダウンロードしては削除の繰り返しの中から⽣生き残った、
これは価値があるだろうと思えるものをピックアップし、メリットの中で
述べてみた。これからも⽇日々アプリの登場に⽬目を⾒見見張り継続して評価し、
紹介していきたい。
楽しく、気軽に読んで頂きたい。
この中で読者の期待を超える感動が少しでもあれば、それがお客様満⾜足度度
であるので、和尚としても望外の喜びである。
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【App store】

これで世界が変わったんじゃ！

↑トップ行の【アプリ名】をクリックでダウンロード先にジャンプ（以下同様）

これは最初からインストールされちょる標準アプリじゃ

【従来】
ソフトは高価で入手するまで時間がかかっていた

【提案】
無料ソフト（アプリ）も多いし、有料もほとんどが数百円
と安いので価値のあるアプリは利用する

【メリット】
無料は当然有料のものも、とにかく安い
欲しいときにダウンロードですぐ手に入る
困難だったことが可能になる（例：電子書籍制作アプリ）
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面倒だったことが楽になる（例：絵画アプリ、電子書籍閲
覧アプリ）
時間ロスタイムが減る（例：電車時刻お知らせアプリ）
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【懐中電灯】

いざという時、役立つんじゃ！

【従来】
携帯用の懐中電灯を持参する（乾電池も）

【提案】
iPhoneの中に無料ダウンロードしておく
ストロボを利用するのでストロボのない機種は使えない

【メリット】
いつでも使用可能（機会損失なし）
無料でダウンロード（費用不要）
準備が楽（懐中電灯持参が不要）
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https://itunes.apple.com/jp/app/huai-zhong-dian-deng/id451129895?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/huai-zhong-dian-deng/id451129895?mt=8


【Light - LED Flashlight】

シンプルに！

【従来】
携帯用の懐中電灯を持参する（乾電池も）

【提案】
「モードセレクターを表示」のチェックを外すとシンプル

【メリット】
いつでも使用可能（機会損失なし）
無料でダウンロード（費用不要）
準備が楽（懐中電灯持参が不要）
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https://itunes.apple.com/jp/app/light-led-flashlight/id379753015?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/light-led-flashlight/id379753015?mt=8


【Skype】

国際電話に金かけるのはアホじゃ！

【従来】
電話代は高価だった
特に国際電話は

【提案】
無料アプリで無料電話をしよう
先方がSkypeアプリを利用すればお互い無料で通話できる
海外からでもwifiを利用して無料通話をしよう

【メリット】
無料のアプリ
電話代無料,
PCにカメラがあればTV電話も出来る
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https://itunes.apple.com/jp/app/skype/id304878510?mt=8
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携帯、固定電話にかけるときには有料
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【LINE】

流行中。こりゃはまるわ！

【従来】
異なるキャリア間の電話代は有料

【提案】
これは無料通話／メール交換アプリ
2013年には全世界でユーザー数が1億人を超え、国内でも
4,100万人を超えた

【メリット】
無料のアプリ、キャリア（電話会社）関係なく電話代無料
スタンプなどの機能が人気 
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https://itunes.apple.com/jp/app/line/id443904275?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/line/id443904275?mt=8


【iBooks】

これから読書はこれじゃけん！

【従来】
本の入手は費用と時間がかかっていた

【提案】
今後は電子書籍が増えるので利用していきたい

【メリット】
アプリは無料
pdf形式だけでなく新しい規格のepub形式の本も読める
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https://itunes.apple.com/jp/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/ibooks/id364709193?mt=8


電子書籍の特長

■文字サイズやフォントを変更できる
→iPhoneなどの小さい端末では文字を大きくして読める
　あふれた文字は自動的に次ページに移動する
→端末毎に、都合よく読める
■ハイパーリンクが設定できるので、タップしてダウンロ
ード先に移動し、ダウンロードできる
■検索できる
→テキストのある場所を探し出せる
■栞（しおり）機能がある
→栞の場所に直接移動できる
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【Frametastic】

ちょっとお洒落じゃ

【従来】
写真の貼り合わせは時間がかかっていた

【提案】
この無料アプリで様々な写真の組み合わせを楽しむ

【メリット】
アプリは無料
いろいろな組み合わせが用意されている
1枚に複数枚を組み合わせて一覧性が高まり表現力が上が
る
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https://itunes.apple.com/jp/app/frametastic/id427063436?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/frametastic/id427063436?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/frametastic/id427063436?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/frametastic/id427063436?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/frametastic/id427063436?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/frametastic/id427063436?mt=8


【dropbox】

クラウドは知っちょけよ

【従来】
クラウドサービスはなかったに等しい
少なくとも無料はなかった

【提案】
クラウドとはインターネット上のハードディスクを借りる
システム
アプリはある容量までは無料（数GB）なので、これらの
無料アプリで便利に活用しよう

【メリット】
用途として
・バックアップとして利用
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https://itunes.apple.com/jp/app/dropbox/id327630330?mt=8
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・複数端末の同期用として利用
・他人との共有フォルダとして利用
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【Speed Test】

wifi使うときにゃ～、便利じゃ

【従来】
wifi（無線LAN）の電波状況は分からなかった

【提案】
この無料アプリをダウンロードしてwifiの強さ（速さ）を
知ろう

【メリット】
ネットスピードの遅さの原因がwifiかそれ以外かのヒント
がつかめる
wifi環境のレベルを知ることが出来、改善に役立つ
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https://itunes.apple.com/jp/app/speedtest.net-mobile-speed/id300704847?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/speedtest.net-mobile-speed/id300704847?mt=8


【ピンイン変換】

中国行くんならこれよね

【従来】
中国語での発音を知るのは難しかった

【提案】
この無料アプリで地名や自分の名前などを知っておこう

【メリット】
アプリは無料
漢字で入力すると読み上げてくれる
四声（四種類の抑揚）を知ることが出来る
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https://itunes.apple.com/jp/app/chineseconverter-zhong-guo/id367316064?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/chineseconverter-zhong-guo/id367316064?mt=8


【Simple Resize】

たまに使うんじゃ

【従来】
ソフトはあったがだいたい有料じゃった

【提案】
このアプリで 写真サイズの変更しよう

【メリット】
アプリは無料
簡単にサイズの指定、変更ができる
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https://itunes.apple.com/jp/app/simple-resize/id327776379?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/simple-resize/id327776379?mt=8


【Crop】

こりゃ便利だね

【従来】
ソフトはあったがだいたい有料じゃった

【提案】
写真切り取り

写真の回転

【メリット】
アプリは無料
簡単操作
ムダな部分を切り落とすのによく使う
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https://itunes.apple.com/jp/app/crop/id405666696?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/crop/id405666696?mt=8


【Dictation】

使うてみんさい、ビックリするけん

【従来】
音声入力ソフトは高価で精度も高くなかった

【提案】
この無料アプリをダウンロードして音声入力の楽しさを知
ろう

【メリット】
キーボードでの入苦手な人には朗報である
精度もそこそこ高いので利用シーンが出てくるだろう
siriがついとるひとはいらんかの～。
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https://itunes.apple.com/jp/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8


【Voice Tra】

これも驚くけん～

【従来】
海外旅行の前にその国の会話を勉強していたが時間的に気
分的に難しかった

【提案】
この無料の音声翻訳アプリを上手く使えば全く話せなくて
も海外旅行が怖くない

【メリット】
これがあれば通訳がいなくてもどうにかなりそう
とにかく心強い味方
wifi環境がないと使えないので注意！
事前に入力しておいて履歴から取り出して使うのもよい

和尚の説法
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https://itunes.apple.com/jp/app/voicetra+/id581137577?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/voicetra+/id581137577?mt=8


音声入力、音声出力できる言語は、以下
の言語です。

日本語
英語
中国語
インドネシア語
ベトナム語
韓国語

翻訳できる言語は、以下の言語

日本語
英語
中国語
台湾華語

韓国語
フランス語
ドイツ語
ヒンディ語
インドネシア語
イタリア語
マレー語
ポルトガル語
ポルトガル語（ブラジル）
ロシア語
スペイン語
タガログ語
タイ語
ベトナム語
アラビア語
オランダ語
デンマーク語
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【Google】

声だけでえんじゃけん

【従来】
音声入力ソフトは高価で精度も高くなかった

【提案】
この無料アプリのなかの音声検索で音声入力の楽しさを知
ろう
iPhone4S以降の人はsiriでも十分

【メリット】
キーボードでの入苦手な人には朗報である
ネット検索が簡単に入力出来る
キーボード得意な人でも場合によっては速い
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https://itunes.apple.com/jp/app/google-jian-suo/id284815942?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/google-jian-suo/id284815942?mt=8


【駅.Rocky】

これ知らんのん、もったいな～！

【従来】
電車の時刻表を持ち歩くのは負担であったし、すぐには確
認できなかった

【提案】
このアプリをダウンロードして電車待ち時間のロスを減ら
そう

【メリット】
次の電車の発車時刻が分かるので、急ぐべきかゆっくりで
いいか判断できるので安全、安心である
目的地に遅れないよう準備が出来る
会社や訪問先への遅刻が減る
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https://itunes.apple.com/jp/app/yi.locky-kauntodaun-xing-shi/id335126084?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/yi.locky-kauntodaun-xing-shi/id335126084?mt=8


【Google Maps】

昔とえらい違いじゃ

【従来】
地図は詳細になればなるほど枚数が増えるので高くついた
多くの地図を持ち歩くのは不便だし、利用するのも負担が
多い

【提案】
この無料アプリのなかに全世界の詳細な地図があるのでい
つでもどこでも活用しよう

【メリット】
事前のルート確認、所在地確認が容易なので高精度の時間
や料金の見積が可能
初めてのところでも大丈夫
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https://itunes.apple.com/jp/app/google-maps/id585027354?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/google-maps/id585027354?mt=8


方向音痴でも大丈夫
車、電車、徒歩による所要時間と料金とルートが分かるの
で費用、時間ロスが最小限に出来る
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【Y！地図】

これも見ときんさい

前述のGoogleMapsと同様
地図は好き嫌いがあるけんの
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https://itunes.apple.com/jp/app/yahoo!-de-tu/id289567151?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/yahoo!-de-tu/id289567151?mt=8


【書き取り漢字練習】

たまには勉強しんさいや

【従来】
これまでの漢字の読み方の練習問題は正誤表の照会が面倒
だった

【提案】
ひらがなで書くとそれを認識して結果を教えてくれるので
練習スピードが速い。その結果、練習が楽しく勉強が進
む

【メリット】
正しい読み方の勉強が簡単にできる
成長する
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https://itunes.apple.com/jp/app/shuki-quri-han-zi-lian-xi-free/id452195420?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/shuki-quri-han-zi-lian-xi-free/id452195420?mt=8


【DistressedFX】

絵が苦手な人はこれが面白い！

【従来】
絵を描くのは面倒くさい。でも書いてはみたい。

【提案】
写真を撮るだけで絵が出来る。
まるで描いたみたいに。

【メリット】
ビックリ、よろこんでもらえるかも
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https://itunes.apple.com/jp/app/distressed-fx/id585702631?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/distressed-fx/id585702631?mt=8


【Smart Sort】

写真探すとき、ぶち便利じゃ

【従来】
たくさん、たまった写真を探すのは大変

【提案】
これをいれておくと、探すとき便利
月別、日別、場所別、カメラ別に分類してくれるから
■最近、ジオコーディングで時間がかかりすぎる

【メリット】
探すロスタイムがなくなる
その分、時間が他のことに使える
写真があまり多いと探すことをあきらめる。
そういうことが回避できる
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https://itunes.apple.com/jp/app/sumatofotosoto-smart-photo/id592316666?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/sumatofotosoto-smart-photo/id592316666?mt=8


作者 　呉⼈人 　和尚

1949年年 　広島県呉市⽣生まれ
サラリーマン時代にマイクロコンピュータに出会い、その
パワーに取り憑かれ、それ以来コンピューターを利利⽤用して
付加価値を提供することをライフワークとしている。
-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒-‐‑‒
時代はマイクロソフトの時代から⼤大きく変化をしている
ぞ。
タッチ⾰革命、クラウド⾰革命、ソーシャル⾰革命じゃ、わかる
かな〜～。
iPhone、iPad（mini）を利利⽤用している君は、既に新しい
時代に⼊入り込んでいる⼈人じゃ、間違いない。
じゃけん、この本を読んでいるんじゃろう。
ジョブズが⾔言ってるじゃろう、道具は使ってなんぼじゃ！
上⼿手く使ってる奴らがえらいんじゃ！
わしらもえらくなろうや。
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