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●人の噂はいい加減�
　こんなことを書けば、土佐の人の中には気分を悪く
する方がおられるかもしれないが「高知県人は平均し
て酒はめっぽう強い。それに“いごっそう”といって
強情な所がある」と、いうことになっているらしいが、
私の知人は高知出身なのに酒は殆ど飲まず、話をして
いても実に楽しい。人の噂や評判などというものが、
実にいい加減なものであることが多い。�
�
●へらこいという方言にぴったり…�
　県民気質を特集した本がある。それによると「香川
県民は、そこそこに頭が良くて、性質も穏やか、友人
として付き合う分には楽しい」。なんて書いてあるの
をそこまで読んでいくと、密かに得意になったりもす
るが、続いて頭は少しばかりよいといってもそれは“小
利口”ともいえるようなもので自分本意の所がある。
世間を上手に立ち回ろうとする「情」の薄い所がある。
「へらこい」という讃岐の方言があるが、それにピッ
タリするのが讃岐人であると、辛口の評判となってい
る。少しばかり憤慨する所もあるが、他の人はいざ知
らず自分自身を振り返ってみると、思い当たる所がか
なりある。�
　物事に対する理解はわりと早いが、それなのに他人
の難には敢然と立ち入っていくほどの勇気も覇気もな
い。そうすることが正しいとは感じるものの、つい後
先のことや損得を考えてしまうことがないでもない。�
　ときに、意見が対立することがあっても、あえて波
風を立てることもあるまいと、意見を口にすることも
なく大勢に従ってしまう。「なるほど！評判どおり小
利口でへらこい所があるなー」と反省することが多い。�

　これが「讃岐人気質」と評される所似かとも感心し
たりもするがこの気質、県民性だけでなくあらゆる立
場や職業人に通じたりするのでは…職人には職人気質
があるし、波止場気質なんて歌もあった。�
　そんな評価も対象となるのは、おおむね戦前生まれ
がそれに当てはまるかもしれないが、戦後生まれのそ
れも若い人となってくると、全国的な標準ということ
になるのかもしれないが…�
�
●日本のレオナルド・ダヴィンチ�
　その戦前生まれの、ましてかなり古い時代の讃岐に
あって、讃岐人らしからぬ生き方をした人が、何人か
おられる。�
　大天才で、類まれな資質を有しておられた弘法大師
空海さんは別格として、その他にも数多くの例外人が
おられる。�
　生を享けたのが少しばかり早かったばかりに、その
才能を異端視され、多くの能力を無視されて、悲運の
生涯を閉じた平賀源内（日本のレオナルド・ダヴィン
チともいわれる人）は、大川郡志度町の生まれで、逸
話は多い。�
�
●爽快な生き方をした藤川三渓�
　藤川三渓は幕末の勤王家であって学者でもあり医者
でもあり、その持つ思想が幕府の方針に反するとして
藩の獄舎に６年近くも繋がれ、高松藩が朝敵事件に巻
き込まれると出獄した。その後は官軍の一員として東
北征討軍に従事して功を樹てるも、維新の大業が成就
すると早々に官を辞し、長崎遊学で得た蘭学の知識を
応用して、西洋式捕鯨漁法を日本に紹介し事業化した。�

大津  秀雄�

ESSAY

高松市歴史民俗協会会長�

�
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　その後は、教育者として日本に初めての水産学校を
東京に、続いて大阪にも開校し、困難や未知への冒険
などに敢然と挑戦するなど、へらこさも小利口さの影
が微塵もない生き方は、まさに男そのものの爽快なも
のであった。�
　維新の事業に参画した多くの者が、明治維新によっ
て名利を得たのに対し、それらに対して一顧もしなか
った恬淡さ・潔さは、へらこいとは対極のものであろ
う。�
　そういった個性豊かで、業績を挙げながらも何の報
酬も求めず、名利に無縁に生きた人達に、後世の多く
の庶民は喝采を送った。�

●ジャーナリスト精神を持ち続けた人�
　そして、その中にもう一人忘れられない人がいる。
秋の県芸術祭の参加講演劇で演じられた宮武外骨であ
る。明治になる前年、綾歌郡羽床村で庄屋の子供とし
て生まれた外骨は、早くから新聞・雑誌の発刊を志し、
生涯に160にも余る新聞・雑誌を発行した。明治とい
う強権政府の時代にあって、常に批判精神を貫き、発
行する新聞・雑誌の発行禁止、停止処分を受けること
14回。記事の責任を問われて投獄４回。罰金を受ける
こと実に40回にも及ぶのも、一貫してジャーナリスト
としての節を曲げなかった為である。�
　後年、衆議院議員に立候補するが、落選。のちに東
京帝国大学の明治新聞雑誌文庫の事務主任となり、今
日の東京大学が所蔵する明治文化にかかわる資料の大
殿堂の基礎を作った。�
　89歳で没するまで、常にジャーナリスト精神を忘れ
ることなく、反骨に生きた。ここにも、讃岐人らしか
らぬ讃岐人がいた。�

■ 表紙写真 ■�

●エッセイ「讃岐人気質」………1�

●新年のご挨拶……………………3�

●UNIXシステムのご紹介 ………4�

●ユーザーインフォメーション�

　　  　　  株式会社 丸本 様……5�

�

●情報最前線……………………… 7�

●パソコンＱ＆Ａ………………… 9�

●ＴＳインフォメーション………10�

●ミニミニパソコン講座…………10�

●クイズに挑戦……………………10�

�

ESSAY

　阿波踊りは徳島の盆踊り。ふり
が一定せず、よしこの節を、急調の
三味線・はやし言葉にあわせて行
列式に踊る。「踊るアホウに見る
アホウ、同じアホなら踊らにゃそん
そん」はよく知られている。�
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新年のごあいさつ�

　西暦2000年あけましておめでとうございます。�
平素は弊社コンピュータシステム及び情報機器を御愛
顧賜り厚く御礼申し上げます。�
　社会情勢は政府の景気刺激策にも強い反応を示さ
ず厳しい状況であり金融、証券の大型合併、電機業
界の事業再構築、自動車業界における外資系との提
携等世界競争を睨んだ動きが活発化した1999年であ
りました。�
　弊社は21世紀に向かっての準備として、社内開発
環境の整備と各営業所における技術力の向上に注力
してまいりました。特に開発環境においては、ＵＮＩＸ機
器の設備増強、オラクルデータベースの対応力強化を
２本の柱とし従来のＷｉｎｄｏｗｓ対応はもちろんのこと、
新世紀に要望されるサポート体制を用意いたしました。�

　また、本年は弊社設立２０周年を迎える記念すべき
年であります。これはひとえに御愛顧賜りました御客様、
企業パートナー皆様方の御支援御指導の賜物であり、
この場を御借りして心から御礼申し上げます。�
　コンピュータシステムは、従来の事務処理システムか
ら経営情報システムへと進化して行かねばなりません。
如何にすれば、経営に寄与できるシステムの提案、提
供が出来るか、を最重要テーマとして新技術習得、新
製品開発に社員一同精進してまいります。�
　本年も倍旧の御指導、御支援を賜りますようお願い
申し上げます。２０００年が御客様、企業パートナーの各
社にとって輝かしい年になりますよう御祈念申し上げ
ます。�
�

　　　　　　　　新年明けましておめでとうございます。�
　日頃は、格別のご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。�
　昨年は通常業務の遂行と同時に、Ｙ２Ｋ問題の対応に追
われ、非常に短く感じられた一年でした。今年は弊社設立
20周年でもあり、厳しい状況の中、さらに新しい知識の習得
に研鑚し、魅力のある商品開発とよりオープンなシステムの
構築に注力していきたいと思います。�
　そして、皆様方のビジネスパートナーとして、長くお付合い
して頂ける様、サポート体制の充実に全社を挙げて取組ん
でいく所存でございます。�
　つきましては今後とも弊社に対し、変わらぬ御支援、御指
導を賜ります様お願い申し上げます。尚、本年が皆様方に
おかれましても、素晴らしい年であります様、ご祈念申し上げ
ます。�

　あけましておめでとうございます。�
　良い年をお迎えの事とお慶び申し上げます。�
　平素は当社製品をご利用頂き誠にありがとうございます。
今日企業が厳しい競争を勝ち抜いて行くためには、情報シ
ステムの構築が不可欠な企業基盤であることは周知の通り
です。当社はお客様の多様なニーズに応えるために、豊富
な製品とあらゆるコンピュータシステムを用意しております。
お客様の業種と業務内容、そして企業環境にあわせて最
適で最も効率の良いシステム環境をご提案し、その構築から
運用保守までトータルでサポートいたします。システムのすべ
てを安心してご利用頂けることを常に考えて、今年一年行
動努力してまいりたいと思います。�
　皆様のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げて年始のごあい
さつとさせて頂きます。皆様のご健康と益々のご多幸をご祈
念申し上げます。�

株式会社  トスバックシステムズ�
代表取締役社長�

常務取締役　営業本部長�
�

専務取締役　技術本部長�
�

新しい知識を習得し、�
より魅力ある商品開発を�

ユーザーに最適のシステム�
環境をご提案�
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UNIXシステムのご紹介�

　東京支店と本社オープン技術課が、1998年の夏か

ら１年４ヶ月をかけてシステム開発を行なってきた株

式会社ファイブフォックス様向けUNIX版店舗管理シ

ステムが、1999年11月19日から本稼動を開始しました。�

　現行の東芝オフィスプロセッサ（TP90/860×2式）

では、増加の一途を辿る店舗数やデータ量への対応が

困難になってきたためで、現状の処理能力を超える新

システムの開発が望まれUNIXマシンを選択しました。�

　今回の対象業務は、1999年春にスタートした生活

雑貨の新ブランド“モノ・コムサ”と、外資ＳＰＡ（製

造小売り）への対応新ブランドとして1999年秋に投

入された、価格が基幹“コムサ・デ・モード”の約半

額という低価格グローバル実力業態の“コムサ・コム

サ・コムサ”の２ブランド（約200店舗）における単

品管理システムです。�

　データベースには、デファクトスタンダードとなっ

たORACLE８を採用しました。�

　データ量の違いがある為に単純比較はできないもの

の、現行のTPシステムで３日掛かった月次更新処理

が１時間程度と高速になり、システムに対する評価に

ついては好評を得ています。�

　今後のスケジュールとして、2000年８月には全ブ

ランドをUNIXに移行する予定であり、今回導入した

Enterprise5500の最上位機種Enterprise10000の導入を

計画しています。�

�

※当システムへの詳しいお問合せは、下記までお願いします。�
　　㈱トスバックシステムズ　東京支店   藤川健治�
　　　　ＴＥＬ：０３－５４６６－９２９０�
　　　　ＦＡＸ：０３－５４６６－２５２４�
　　　　Ｅ-MAIL：fujikawa@tosbac-systems.co.jp

●トスバックシステムズの開発した最新システムのご紹介�

◇ハードウェア�
　・CPU：UltraSPARCⅡ 400MHz×4 （MAX  14）�
　・主メモリ：4GB（MAX  14GB）�
　・ディスク容量：764GB（MAX  6TB）�
　・システムバス：2.6GB/秒（Gigaplane）�
◇ソフトウェア�
　・ＯＳ：日本語Solaris2.6�
　・DataBase：ORACLE８ EnterpriseEdition R8.0.5�
�

Enterprise5500導入機器構成�
�

代表取締役●上田稔夫�
本社所在地●東京都渋谷区千駄ヶ谷３－６０－７�
資　本　金●７７５０万円�
年　　　商●１１３６億円�
設　　　立●１９７６年１２月�
従 業 員 数●４５３０名�
店　舗　数●直営：７７７店、ＦＣ：５２店�
事 業 内 容●「コムサ・デ・モード」等のブランドで�
　　　　　　知られる総合アパレルメーカー�
　　　　　　（１９９８年１０月末実績）�

株式会社  ファイブフォックス�

UX7000�
Enterprise5500�
�
優れた拡張性と可能性で業
務アプリケーションからネッ
トワーク・サーバまで対応�

UX7000�
Enterprise10000�
�スケーラビリティ〔真〕次元へ。
最高水準のパフォーマンス
を誇るハイエンド・データセ
ンタ・サーバ�

◇ハードウェア�
　・CPU：UltraSPARCⅡ 400MHz×22 （MAX  64）�
　・主メモリ：22GB（MAX  64GB）�
　・ディスク容量：2TB（MAX  20TB）�
　・システムバス：10.4GB/秒（Gigaplane-X）�
◇ソフトウェア�
　・ＯＳ：日本語Solaris2.6�
　�

Enterprise10000導入予定機器構成�
�
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USER  INFORMATION�
�

■総合食品メーカーを目指して�
　「株式会社丸本」の前身である「丸本鶏肉店」は昭和39年、徳島
県海部郡で創業をはじめました。当初は鶏肉専門メーカーで、社
員も10名足らずの会社でしたが、その後は総合食品メーカーとし
て大きく成長し、現在はグループ全体で社員が約650名、年商も
200億円を突破しました。鶏の肥育管理から処理加工・加熱にいた
る一貫システムに加え、牛肉、豚肉などを含めた加工食品を中心
として、卸売、小売等の事業展開を行っています。�
　今のところ、取引先の中心は西日本エリアですが、徐々に全国
へとシフトしつつあります。四国は高速道路の整備が進み、本州と
四国を結ぶ三橋も完成し、物流機構が大きく変化しました。「株式
会社丸本」はこれをチャンスととらえ、積極的な企業活動を展開し
ています。�
■ＨＡＣＣＰの導入�
　食品会社の命は「安全性」と「信頼性」です。丸本グループは常に、
さらなる安全と安心を追求しています。そのため、食品業界の流
れに先駆け、厚生省の食品衛生管理基準であるＨＡＣＣＰ(*)対応
工場を、平成11年３月に建設しました。�
　この工場では、原料の受け入れ、味付け、加熱、包装など、商品
ができあがるまでの一連の製造工程において、安全管理のための
危害分析を行い、それを常時コンピューターで厳密に管理してい
ます。これによって、より高い食品の安全確保を実現しました。�
　また、中央研究所では、品質管理を徹底するとともに専門メー
カーとして蓄積した数々のノウハウや直販店におけるお客様の声
を生かし、新たな商品開発に努力しています。�
　スローガンは「おいしさのプレゼンテーター」。食肉だけにこだ

わるのではなく、さまざまな食材を使い、より安全でおいしい食品
を提供していきたいと思っています。�
■心のふる里「オンダン村」�
　丸本グループは四国一の清流「海部川」のほとりにあります。丸
本グループの食品は、39年間、この豊かな自然に育まれた清冽な
水と地域の人々に支えられてきました。それゆえ、丸本社長の「人
に、自然に、地域に、すべてに喜んでもらいたい」という願いは強く、
ここに「心のふる里オンダン村」が創造されつつあります。�
　「オンダン村」とは、海部川のほとりにある社屋、工場を中心と
した食品団地の周囲に、社員住宅や社員の家族のための老人ホ
ームなどを併設した新しい形の村です。「オンダン」とは、気候の
温暖を意味するだけでなく、豊かな自然の地で人々が穏やかな日々
を送れるようにとの願いが込められています。地元で育った若者が、
自分の故郷で誇りを持って働き、社員を含め家族全員がいつまで
も仲良く暮らせるような「ふる里」を目指しています。�
　すでに社屋、工場、社宅などの施設が完成していますが、引き続
き老人ホームや子どもたちが自然とふれあえるような広場を作ろ
う…など、構想は広がるばかり。夢を夢として終わらせず、一歩ず
つ実現しつつあります。�
ホームページURL：http://www.malmoto.com/�
Ｅメール：malmoto@po.iijnet.or.jp　�

(*)ＨＡＣＣＰ…危害分析・重要管理点方式（ハセップ）�
食品メーカーを中心に、「食品の安全性」のために、加工・製造段
階での衛生管理や品質管理を目的とした衛生管理方法である。
承認制度が設けられ各メーカーが認定取得のためのＨＡＣＣＰ導
入を進めている。�

株式会社 丸本  会社概要�

�

�
株式会社　丸本�
徳島県海部郡海部町大井字大谷41�
ＴＥＬ：0884－73－3400㈹�
ＦＡＸ：0884－73－3388�
食品販売業�
2,800万円�
133億円�
197名�
本社／徳島県海部郡�
関西事業部・営業所／大阪�
直販店／大阪、兵庫他（14店舗）�

代表取締役�
丸本  昌男 氏�

●�
●�
�
�
●�
●�
●�
●�
●�

株式会社 丸本 様�

南国徳島から「おいしさ�
のプレゼンテーター」�

加工食品部第三工場（徳島県海部町）�

社 名�
所 在 地�
�
�
業 種�
資 本 金�
年 商�
従 業 員 数�
事 業 所�
�

■ 丸本グループ概要 ■�
・グループ年商　　201億円�
・総従業員　　　　641名�
・グループ企業�
　㈱丸本・オンダン農業協同組合�
　㈱サポート・㈱マルニカンパニー�
　㈲うまい・㈲坂東・㈲竹中食品�
　㈲甘利食品・㈲丸芳�

加熱加工工程� 包装工程� 梱包工程�



工場内�
モニタリング�

グラフ表示�

帳票出力�

冷蔵庫�
保管庫等�

ロースター�
フライヤー等� 湿度センサー�

：NetBEE�

：RS485変換�

事務所�

温度センサー�

温度室内外の温度／湿度監視�

警告灯（パトライト）�
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USER  INFORMATION�
�

�

株式会社  丸本�

　丸本グループ様には、事務処理用コ
ンピュータシステムをご利用頂いてい
ますが、このたび加工食品部第三工場
に「統合温度監視システム」をご導入
頂きました。�
　本システムは、食品衛生管理におけ
る温度管理をリアルタイムに記録する
ものです。各加工工程ごとにセンサー
を設置し、測定した温度・湿度データ
を一分ごとにシステム管理用のパソコ
ンに取り込み記録するとともに、基準
データとの比較により異常値が検出さ
れた場合、警告灯の点滅とブザーを鳴
らすようにもなっています。また、工
場内に設置されたLANカメラからの映
像もPCで閲覧することができます。�
　本誌の「情報最前線」のコーナーに
システム詳細を掲載しましたので、ご
覧ください。�

　「阿波尾鶏」は徳島生まれの地鶏。豊かな気候風土のなかで一般の若鶏（ブロイラー）のほぼ２倍
の100日間をかけ、充分な運動をさせながら、のびのびと育てました。�
　肉質は、適度な赤味を帯び、脂肪が少なく、身がしまりほどよい歯ごたえがあります。味はほんの
り甘味があり、こくと粘りがあるのが特長です。旨味成分を検出するアミノ酸組成試験（日本冷凍検
査協会）では、他の地鶏より優れているとの結果が出ています。また、地鶏の出荷量でも名古屋コー
チンを抜いて日本一です。�
　料理法は肉の部位によりさまざまですが、特に鍋物、たたき、から揚げ、焼き鳥など肉の特性を生
かした料理に最適です。�

あわおどり�

■ 統合温度監視システム ■�

徳島の地鶏阿波尾鶏を１枚１枚丁寧
に下味付けし、特殊な技法にて一夜
干しに仕上げました。�
味、風味共に最高の逸品です。� ピンと伸びた尾が愛らしい阿波尾鶏�

■食品加工工場システム構成�
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情報最前線�

食品製造業における情報化動向のご紹介�

�

�

　本誌“ユーザー紹介コーナー”でご紹介させて頂いた“丸

本グループ”では、１９９９年３月にＨＡＣＣＰ対応の新食肉加

工工場を建設されました。ＨＡＣＣＰとは、Ｈａｚａｒｄ  Ａｎａｌｙｓｉｓ

－Ｃｒｉｔｉｃａｌ  Ｃｏｎｔｒｏｌ  Ｐｏｉｎｔｓの略で、危害分析重要管理点（監

視）方式と約されています。ＨＡＣＣＰは、食品製造の各工程

ごとに起こりうる危険をあらかじめ予測し、それぞれの工程を

チェックしてその結果を記録に残す衛生管理システムとして、

世界的に採用されてきています。�

　丸本グループの新工場におきましても、「常に消費者によ

り安全で品質の高い食品を提供しよう」という信念のもとに、

製品の製造ラインを直線化し、各加工工程ごとの徹底した

安全管理が可能となるようにしています。ＨＡＣＣＰに対応し

た施設としては、製造ラインの作業員を固定化するための前

処理室、加工室、包装室などの区切りや、15度以下の室温

を保ち床のドライ化を図る空調設備などを整えており、ソフト

面でも、ＨＡＣＣＰに基づいた品質管理マニュアルを作成さ

れています。�

　食品業界において温度、湿度におけるプラス１度の誤差

による被害が出た場合、原因を分析するのにはリアルタイム

の記録が必要となってきます。冬季時には工場内の温度も

下がり、夏季時期には温度も上がる。それによる製造過程

での温度、湿度管理もその都度設定変更が必要とされます。

そのためには、過去の記録データが保存されていれば、適切

な処置対応が可能となってきます。�

　そこで、食品衛生管理において特に重要とされる温度（湿

度）監視について、LonWorksシステムを利用した「統合温

度監視システム」をご導入頂きました。以下に、丸本グルー

プ様向け「統合温度監視システム」の紹介をさせて頂き、食

品製造業の情報化動向を感じて頂ければと思います。�

　室温、冷蔵庫、ロースタ、（フライヤ）等の温度データ（一

部湿度データもあり）を測定し、一分毎にデータを管理用ＰＣ

ノードに送信する。�

　管理用ＰＣは、送られてきたデータをＰＣ内部に記録として

残すとともに、温度データ取得ノードは、あらかじめ管理用ＰＣ

から送られてきた基準温度と、取得した温度を比較し、基準

範囲を超えていた場合、パトライトノードのランプを点滅させ

ると同時にブザーを鳴らす。�

＊　　＊　　＊�

　以上のデータを、工場敷地内におかれたＰＣでブラウザを

通じて、ほぼリアルタイムに閲覧できるとともに、温度データ

をグラフ表示したり、ＵＲＬを切り替えることにより工場内に設

置された、ＬＡＮカメラからの映像を閲覧することができる。�

米国エシェロン社により開発された全く新しい
概念の「知的分散制御システム」で、ビル・オ
フィス・工場・住居などにおける制御機器の管
理用ネットワークシステムに利用されています。
本システムは、信頼性が高く、効率的であり、
保守性・拡張性の点でもこれらの要求に対応
できるネットワークシステムとして幅広く活用さ
れています。�

東芝情報システム株式会社�
山田電建株式会社�

株式会社トスバックシステムズ�

●システム概要�
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情報最前線�

①食品の生育、収穫、生鮮原料、加工、製造、配送、

　販売、調理及び消費にかかわる危害と危険度を評

　価すること。�

②確認された危害の防除のためＣＣＰを決定すること。�

③確定したＣＣＰにおいては、それぞれに応じた危険

　度の限界を基準として設定すること。�

④ＣＣＰの監視方法の設定。�

⑤１つのＣＣＰ監視において逸脱が確認された時にと

　るべき修正措置を決定しておくこと。�

⑥ＨＡＣＣＰ計画に収載すべき有効な記録保存方式

　の設定。�

⑦ＨＡＣＣＰ方式が正常に作動していることを検証す

　る方法を定めること。�

ＣＣＰ ： Ｃｒｉｔｉｃａｌ  Ｃｏｎｔｒｏｌ  Ｐｏｉｎｔ（重要管理点）�

　特定の食品の製造工程において、管理を誤れば

好ましくない健康上の危険性を招くおそれのある場所

または方法。�

●各工程での加工温度および、冷蔵／室温等の保存

　温度の管理を行うことによって、製品品質の安定化が

　図れる。�

●加工工程での異常温度発生がパトライトにて常に監

　視でき、基準外の製品の発生を最小限に抑えることが

　できる。�

●各工程での加工温度および、冷蔵／室温等の保存

　温度の管理記録を残すことによって、製品毎の処理

　過程のデータを管理するための、基礎データとして利

　用できる。�

●ＬＡＮを使用したカメラによって、各工程の進捗が確認

　できる。�

�

●期待される効果�

●ＨＡＣＣＰの７つの原則●�
�

温度変化をグラフで表示� 工場内の様子�

丸本グループ様�
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パソコンQ&A�
�

タスクバーはとても便利なものですが、作業をする時には、少しでも画面を広く
使いたいです。そんな時は…タスクバーの何もない所で、右クリックします。出て
きたメニューの中のプロパティをクリックします。タスクバーオプションのタブが
最前になっていることを確認します。［自動的に隠す］をクリックしてチェックをい
れます。［ＯＫ］ボタンをクリックします。（マウンポインタをタスクバーのあたりに�
近づけると、タスクバーが出てきます。）�
�
スタートボタンから［検索］→［ファイルやフォルダ］または、エクスプローラから［ツ
ール］→［検索］→［ファイルやフォルダ］を選択します。探す場所を選択します。
階層の深いフォルダ、Ａドライブを親とした場合でいえば孫のフォルダまで探す
場合は、「サブフォルダも探す」にチェックマークを付けます。［名前］にファイル
名を入力します。［検索開始］ボタンをクリックします。�
�
デスクトップにあるごみ箱のアイコンをダブルクリックします。間違って削除して
しまったファイルを右クリックします。メニューの中の［元に戻す］をクリックします。
削除したファイルが元の場所へ戻ります。�
�
エクスプローラを開きます。メニューバーの中の表示をクリックします。フォルダ
オプションをクリックして、全般タブを選びます。カスタムを選択して、設定を押し
ます。フォルダのブラウズ法で「別のフォルダを開く時に新しいフォルダを作らない」
にチェックを入れ、ＯＫをクリックします。�

●こんなときには� ■こうすればいい�

タスクバーが邪魔な時は…？�
�
�
�
�
�
�
ファイルが見つからない時は…？�
�
�
�
�
�
間違ってファイルを削除してしまった場合は…？�
�
�
�
マイコンピュータ（例）を使ってウィンドウを
開いていると、ウィンドウがいくつも開いて
邪魔！こんな時は…？�

前回の、パソコンＱ＆Ａはいかがでしたでしょうか。�
今回も、ＰＡＲＴⅡということでパソコンＱ＆Ａをご紹介します。�
今回のＱ＆Ａは、何か作業をしていて困った時。こんな時便利な方法は？　と
いう時のための［困った時のＱ＆Ａ］と［便利Ｑ＆Ａ］を作成してみました。
是非今回もお役立てください。（工藤）�

Ｑ１．�
�
�
�
�
�
�
Ｑ２．�
�
�
�
�
�
Ｑ３．�
�
�
�
Ｑ４．�

Ａ１．�
�
�
�
Ａ２．�
�
�
Ａ３．�
�
�
�
�
�
Ａ４．�
�
�
Ａ５．�
�
�
Ａ６．�
�
�
�

まず選択したいポイントをマウスでクリックします。そこから最後まで選択したい
時は、Ｃｔｒｌ＋Ｓｈｉｆｔ＋Ｅｎｄキーを押します。そこから、最初まで選択したい時は、
Ｃｔｒｌ＋Ｓｈｉｆｔ＋Ｈｏｍｅキーを押します。�
�
せっかくマウスを使わずに格好よくキーボードをたたいてるのに、右クリックのた
めにキーボードから手を離してしまう。こんな時は…Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ１０を押します。�
�
１つ目のアプリケーションをタスクバーでクリックして、アクティブ（1番手前に出
して選択された状態）にする。２つ目以降をＣｔｒｌキーを押しながらタスクバーをク
リックします。これでタスクバーは複数選択された状態になっています。複数選
択された状態でその選択されたタスクバーの上で右クリックし「上下に並べて
表示」か「左右に並べて表示」を選択します。�
�
Ｃｔｒｌ＋Ｚを押します。�
�
�
Ａｌｔ＋Ｆ４を押します。�
�
�
Ｃｔｒｌ＋Ｆ４を押します。�

●こんなときには� ■こうすればいい�

Ｗｏｒｄ（例）で、ある場所から最初又は最後
まで全て選択したい場合は…？�
�
�
マウスを使わずにショートカットメニューを出
したい時は？�
�
複数のアプリケーション間でカット＆コピー
など効率よく行いたい場合は…？�
�
�
�
�
何か作業をした後、１つ前の作業に戻したい
場合は…？�
�
ウィンドウを終了する時にマウスを使わない
方法は…？�
�
１つのアプリケーションの中に複数のウィン
ドウがある場合、それらを一つずつマウスを
使わずに終了させる方法は…？�

Ｑ１．�
�
�
�
Ｑ２．�
�
�
Ｑ３．�
�
�
�
�
�
Ｑ４．�
�
�
Ｑ５．�
�
�
Ｑ６．�
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TSインフォメーション�

　最近、アメリカで話題になっているコン
ピュータワークによる障害の一つ。�
　同じ筋肉を長時間繰り返して使用する
ことにより、肩や腕のしびれや痛みをとも
なう症状が現れます。通常、キーボード入
力時は前腕部が宙に浮き、片手で約４～
７kg（前腕部の重さ）の重量を肩や上腕
の筋肉で支えなければなりません。この
姿勢が長い時間続くと肩や上腕部の筋
肉は、常に緊張状態にあり、やがて強度
な疲労につながります。�
　この予防対策として開発されたのが、“ジ
ェルレスト”。手首にぴったりフィットし、腕
の重圧を分散させる、ぜひおすすめしたい
エルゴノミクスグッズの一つです。�
�

RSI（頸肩腕障害）にご注意を!!

　企業オフィスへの情報機器導入のなかで、パソコンシステ

ムの構築が増えています。しかしながら、利用される社員の方

への操作環境については、十分に整備されているとはいえま

せん。�

　そこで、情報オフィスを快適にするための“情報環境グッズ”

を紹介したいと思います。使う方の視点に立ち、身体にやさしく、

清潔で、安全なグッズばかりです。ご参考にして頂き、毎日のコ

ンピュータワークを快適なものにしてください。�

　なお、商品のお問合せは、弊社担当営業までお願いいたします。�

�
�

　①ディスプレイからの電磁波・外光反射を低減するＯＡフィルター�

　②キーボード入力時の手や手首の疲れを軽減するリストレスト�

　③足元の疲れを低減するフットレスト�

　④蛍光灯の明るさを1.5～2.0にする蛍光灯反射板�

�

�

　①ディスプレイや機器の汚れを落したり静電気防止効果も

　　あるＯＡクリーナー�

　②キーボードなどの隙間にたまった埃を吹き飛ばすエアダ

　　スター�

　③ＯＡ機器に付いた埃を払い落とすＯＡブラシ�

　④キーボードや機器を埃からガードする防塵カバー�

�

�

　①ディスプレイの電磁波や静電気を低減し、特に女性にやさ

　　しいＯＡエプロン�

　②パソコンを地震などによる移動を抑制する耐震用グッズ�

　③ノートパソコンの持ち運びに安全なパソコン専用バッグ�

　④ノートパソコンの持出し防止用パソコンロックキット�

�

■身体にやさしい！�

■清潔な！�

■安全な！�

�
【タテのカギ】�
①今年の干支�
②千年の□□□□を誇る文化
　財�
③「貧窮問答歌」で有名な万
　葉集の歌人、山上□□□�
④□□のきいた声。�
⑤青森、長野が有名な産地�
⑦食い□□□□。□□□□者�
⑩学校でも社会でも問題にな
　っている�
⑪奇跡�
⑭万物は□□□する�
⑮カラオケで□□を晴らす�
⑰バレーボールで□□を上げ
　る�
【ヨコのカギ】�
①□□食う虫も好き好き�
③仲の良い□□□□夫婦�
⑥本を買って積んでおくだけ
　で読まないこと�
⑧一□□の虫にも五分の魂�
⑨今だ！　チャンス□□□□�
⑪「氷点」「塩狩峠」など多
　くの小説を書いた□□□綾
　子�
⑫鮨屋でこわい□□�
⑬福岡県筑後川の下流にある
　市。絣で有名�
⑯出る□□は打たれる�
⑰□□の高知のはりまや橋�
⑱南アメリカの大山脈�

　前回のクロスワードパズルはいかがでした
でしょうか。答えは「トスバック」でした。
今回も仕事の合間にお楽しみください。�
　Ａ～Ｅに入った文字をならびかえて言葉を
つくってください。�
　アンケートにお答えいただき、クロスワー
ドパズルの答えを書いて（087）851－5441㈱
トスバックシステムズ（土井／工藤）まで
FAXでお送りください。�
　アンケート＆クイズにお答えいただいた方
に粗品をお送りします。�

応募要領�

2000年 今年も�
　　　　　心機一転クロスワード�

Ｂ�

1 5

6 8

9 10

11 12

1413 15

18

3 4

Ａ�

Ｃ�

Ｄ�

Ｅ�

7

16

2

17

けいけんわん�

▲ジェルレスト�



本　　　社／高松市朝日町2丁目2番22号　東芝高松ビル3F�
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東 京 支 店／東京都渋谷区神宮前6丁目18番5号　鷹羽ビル5F�
　　　　　　TEL.03-5466-9290㈹　FAX.03-5466-2524�
印刷事業部／東京都渋谷区神宮前6丁目18番5号　鷹羽ビル5F�
　　　　　　TEL.03-5469-5631㈹　FAX.03-5466-2524�
高松営業所／高松市朝日町2丁目2番29号�
　　　　　　TEL.087-823-6380㈹　FAX.087-823-6383

徳島営業所／徳島市藍場町1-5　徳島第一生命ビル6F　㈱東芝内�
　　　　　　TEL.0886-57-2558㈹　FAX.0886-57-2561�
松山営業所／松山市空港通5丁目9番1号　東芝松山ビル1F�
　　　　　　TEL.089-974-9150㈹　FAX.089-974-9130�
高知営業所／高知市薊野1050　東芝高知ビル2F�
　　　　　　TEL.088-846-1201㈹　FAX.088-846-1202�
広島営業所／広島市中区東千田町2-9-57　広電タワービル5F�
　　　　　　TEL.082-242-8900㈹　FAX.082-504-4121

●平成12年1月15日発行�
●通巻8号�
●発行所／事業企画推進部�
●発行人／松村俊幸�
●編集人／工藤真実�
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株式会社トスバックシステムズ�

液晶ディスプレイのフラットな直線と、�

Ｌ字型アームの曲線が織りなす�

斬新なデザイン。�

明るい液晶と最先端技術の採用。�

DynaTopは、デスクトップPCと�

ノートPCを心地よく融合させた�

新感覚のスリムPCです。�

ビジネスとビジネス空間のあり方を提案します。�

●Intel  Pentium  プロセッサ550E MHz�

　Intel  CeleronTMプロセッサ500MHz搭載。�

●15.0型薄型ＴＦＴカラー液晶ディスプレイ。�

●大容量12ＧＢ／6ＧＢハードディスク。�

●2基のＰＣカードスロット。�

●100Base-TX/10Base-Tネットワーク機能。�

オフィスが�
美しく�
生まれかわる�
瞬間�

今回のＴＯＭＯＲＲＯＷはいかがでしたか？　前回、好評だったパソコンＱ＆ＡをＰＡＲＴⅡとして掲載し
ました。いかがでしたでしょうか？　今回の、ＴＳインフォメーションも、うまく利用して使いやすい良い
環境で業務に取り組んではいかかでしょうか。�
２０００年もＴＯＭＯＲＲＯＷを宜しくお願い申しあげます。。�
�
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