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■夫婦別姓の気運 
　このところにわかに、結婚した場合、妻の姓は
入籍すれば自動的に夫の姓を呼称するようになる
のは“おかしい。”という声が高くなってきた。
反対に男性が入り婿となったときは妻の家の姓を
名乗ることとなるが、このほうは数が少ないせい
かあまり声高には言われていないようだが…。 
　夫婦別姓、あるいはどちらの姓とするかは本人
の自由意思に委ねる。という考え方がかなり広ま
ってきて、政治日程に上ろうとしているかにみえ
る。 
　この姓（あるいは苗字）、古くから一部の人に
とっては、大切にされていた節がある。 
　家名を汚すとか、あるいは家名を高めたなどと、
現在でも使われている。 
 
■姓の数、およそ10万 
　香川県下には、大雑把に言って103万人余りの
人が住んでいるが、そこに住む人の姓を昭和58年
に調べた人がいる。 
　当時の県下に定住している人の姓（苗字）の総
数は9,528氏。そのうち一番多いのは田中さんで
2,618、二番目の大西さんは2,562、三番山下さん
は2,362、四番の山本さんは2,262、五番目の高橋
さん2,080、ここまでが2,000以上でベストファイブ。
以下岡田・多田・中村・木村・松本さんという順
に続くというのだ。 
　日本の国でいえば、姓氏の数およそ10万。上位
５は、１位鈴木、２位佐藤、３位田中、４位山本、
５位渡辺さんと続くらしいから、この中から総理

大臣が何人か出ていても、あながち不思議ではあ
るまい。 
　確率の問題、ということになるのだろうか。 
　同じ漢字の国、朝鮮半島の大韓民国と北朝鮮と
いう朝鮮民主主義人民共和国の両国を合わせても、
500見当でなかろうかという。 
　人口13億人の中国、正確なことは不詳だが多く
ても5,000見当までだろうという。 
　それまで貴族や公家、武士階級等の特定の家柄
の人達だけに許されていた苗字（姓）が一般庶民
に許されるのは、明治３年のこと。 
　その時点で、一挙に堰を切ったように各人が姓
を付けたから文字の国・中国をはるかに超え、現
在の形になったものだろう。 
　そのせいか、考えぬいてつけたような苗字もあ
れば、やっつけみたいなものや出任せみたいな変
なものがあったりして、後世の子孫に恨まれてい
るとの声も、ときに聞く。 
　この姓、いちど戸籍にのると名前は裁判所の許
可があれば変更できるのに対し、姓の変更は不可
能に近いからやっかいだ。 
 
■私の姓のルーツ 
　私なんかは東讃の海辺の町の生まれだから、海
にゆかりのある姓を明治３年にいとも無造作につ
けたものだと思っていたし、現実そうだと信じて
いた。 
　ところがある日、東京の出版社だかあるいは研
究者だかから、「古姓の大津氏は大津造、大津連、
大津宿祢などより起こり、中世以降は清和天皇か

TOMORROW 
VOL.13　1

大津  秀雄 
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高松市歴史民俗協会顧問 



ら発した清和源氏、近江源氏へとつながり、大織
冠藤原鎌足公を太祖とする豪族・名族からその系
脈を今日に伝えている。」と、いう文面。 
　オイオイ、ちょっと待ってくれよ。どこの馬の
骨だか、牛の骨かもしれない下賎の身と思い込ん
でいたのに、突然にそんなこと言われても、それ
こそ晴天の霹靂というものだ。 
　それならいっそのこと、人皇40代天武天皇には
確か７人の皇子がおられ、わけてもひときわ文武
に優れ英明の誉れの高かった大津の皇子がおられ
る。 
　現在の姓とか氏というものが、それほど確かな
ものであるなら、いっそのこと私は天武天皇＝大
津天皇の系譜につながる、ということにしようか。 
　はなしも、これくらい大きくなれば荒唐無稽と
いうか、誰ひとりとして信じる人はあるまい。 
　こんなことを、大声で口にしていたら、戦後は
不敬罪の規定が刑法から外れたから罪にとわれる
ことはあるまいが、なんか私がコトを起こしたと

きは、３ヶ月の精神鑑定留置処分を受ける破目に
なるだろう、という心配はある。 
　そこで、もうこうなったら居直って、私達同好
の連中で作っているグループのバスツアーで奈良
方面に出向いたとき、香芝辺りに来ると目にはい
ってくる二上山が見えると「あの山の頂上には私
の先祖の墓があるんです。」と、得々と話す。 
　事情を知らない人は「あなたは奈良のご出身で
すか」と聞く人があったりする。 
　すでにご承知のように大津皇子は、その勝れた
資質と英明さゆえに皇室内の皇位継承の争奪の渦
に巻きこまれ、反対派により謀反の罪の濡れ衣を
着せられ、26歳で生命を落とすこととなり、二上
山頂上に葬られた悲運の皇子である。 
 
■ルーツ探しはおもしろい 
　調子に乗ってというか、つい口がすべって、い
やペンが乱れて悪乗りの感がしないでもないが大
ホラを吹くのは、今後自戒することとしますが、
どうですかこの際ひとつご自分の姓や苗字につい
て、考えてみませんか。 
　かつて、アメリカ映画に『ルーツ』というヒッ
ト作がありました。ルーツ探しが、世界中でブー
ムになったといわれています。 
　おひまができましたら、ご自分のルーツ探しを
してみませんか。 
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ちわづくりの実演コーナーもある、
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大津氏の先祖・天武天皇（？） 

 



TOMORROW 
VOL.13　3

新TS販売のご紹介 

１．サーバー  
    1-1 OS Microsoft Windows NT 4.0 SP 6a 
    1-2 RDBMS Oracle 8 Workgroup Server R 8.0.5 
 
２．クライアント 
    2-1 OS Microsoft Windows NT Workstation 
 Microsoft Windows 98 / 95  
    2-2 開発言語 Microsoft Visual Basic Ver. 6.0 SP 3 
    2-3 OCX 文化ｵﾘｴﾝﾄ InputMan Pro Ver. 6.5 J 
　 　　　　VS Flex-Grid Pro Ver. 6.0 J 
 　　　　DenpyoMan Ver. 1.0 J 
 　　　　Active Reports Ver. 1.5 J  

新TS販売 
 企業を成長させる統合型業務ソフトウェアライブラリ 
20年。 
この歳月から皆様は、何を思い浮かべるでしょうか。一般
的には赤ん坊が生まれてから一人前になるまでの期間で
すが、実は当社が御客様と共に業務システムを開発して
きた期間でもあります。 
その長い年月の中で、コンピュータ業界の環境・御客様
の業界の環境も激変して参りました。御客様のニーズも
当初は、限られた人が限られた機能を使用し、求める結果
が正確かつスピーディーに出力されればよいというものか
ら、大勢の利用者から発生するデータを集中的に管理し、
また利用者側も定型的なもの以外に、個々でデータをア
レンジして分析するように変わってきました。 
 

ハードウェア／OSなどは日新月歩で進化を続け、我々の予
想以上のものが現在あるにも係らず、それを運用させる業
務ソフトが思うに任せない状況である歯がゆさをお持ちの
方は、私共のみではないと思います。  
その歯がゆさの中から心機一念開発したものが仮称“新
ＴＳ販売”です。上記のユーザーニーズを満たし、また過去
の業務ノウハウを最大限にとりいれ、業務フローを一般化
し御客様独自の仕様にも対応できるようシンプルな構造
にしています。  
 
以下に簡単ではありますが“新ＴＳ販売管理”について御
紹介させて頂きます。 

 
 
１．一般卸売業 
２．製造業販売部門 
 
 
１．見積／受注／発注／出荷／入荷／販売／仕入／
　　在庫など通常業務をフルサポート  
２．任意集計サブシステム  
　　２－１　集計項目を利用者側で任意設定し出力
　　　　　　を可能とします。 
　　２－２　コピー&ペースト機能にて結果を他の
　　　　　　ツールへ出力可能とします。 
３．利用者に対して権限を付与することにより、プ
　　ログラム単位にメニュー表示 / 非表示をコント
　　ロール 
 
 
１．大規模データに対応する為に、現在最も信頼度
　　の高いOracleを採用 
２．オプションにてDWHとの連携を実現 

●対象業種 ●ソフトウェア● 

●特　徴 

●データベース 

売上業務 

物流支援業務 
見　　積 

受　　注 

出　　荷 

売　　上 

購買業務 

発　　注 

入　　荷 

仕　　入 ピッキング 

請　　求 

売　　掛 

回　　収 

支払予定 

買　　掛 

支　　払 

債　　権 
個別管理 

統計業務 

販売購買統計 
＜業績評価＞ 

ＥＵＣ統計 
＜Excel連携＞ 

売掛業務 買掛業務 

ロケーション 
ピッキング指示 
配送ルート指示 

ピッキングリスト 

納品受領書 出荷確定データ 

売上データ 売掛データ 洗替 

在　　庫 

ロット別在庫 
消費期限別在庫 
セット品組立 

棚　　卸 

 
倉庫間移動 
棚卸調整 

売上原価 買掛データ 仕入データ 

入荷予定表 

データ 
入荷実績 

■企業の業務プロセスのコア部分をサポート 
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新TS販売のご紹介 

基幹系業務をトータルサポート 
するためのコアシステム 

総合販売管理システム｢ＴＳ販売｣ 
についてのお問い合せ先案内 
 

●お問い合せ先● 
 ※お問い合せ先の住所、電話番号は幣紙の裏表紙を参照ください。 

新TS販売 

・受注データを入力し、納期管理・受注残管理・受注履歴
管理を実現します。 
・販売管理で発生する取引や業務に対して、受注／売上
／回収／実績などの戦略情報を多角的に管理します。 

■受注・販売管理 

・発注情報は受注明細から参照入力が可能であり、発注書
発行／発注納期／発注履歴管理を実現します。 
・仕入管理で発生する取引や業務に対して、発注／仕入
／支払／実績などの情報をトータル的管理します。 

■発注・仕入管理 

蓄積された情報に対し、集計項目を利用者側で任意設定し、
御客様だけの資料を実現します。 

■任意集計サブシステム 

業務ソフトより出力された値をコピー&ペースト機能にてExcel
等の他社製ツールへの転送を実現します。 

■画面出力機能 

本社　ソリューション技術部 
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 日本プロパンガス株式会社 
藤澤　勉 
香川県丸亀市福島町53番地 
TEL（0877）23－3131㈹ 
昭和30年４月１日 
9,750万円 
160人 
丸亀／志度／詫間／徳島／池田／ 
川之江／新居浜 

● 
● 
● 
 
● 
● 
● 
● 
 

社 名  
代表取締役社長 
所 在 地  
 
創 業  
資 本 金  
従 業 員  
工 場  

 

日本プロパンガス株式会社 

日本プロパンガス詫間工場 

熱エネルギーの安全確保、安全供給を基礎に、 
豊かで快適な生活の“よきパートナー”として 
 

日本プロパンガス株式会社 様 

 
 
　昭和30年、日本プロパンガスは誕生しました。
そして現在平成13年。約半世紀もの年月、需要環
境の激しく変化するなかで、熱エネルギーを供給
しながら、各種燃焼器具・冷暖房機器を通じてユ
ーザーの方々から高い信頼を得てきました。 
　“四国全域の熱エネルギーの安全供給”これが、
今までの、そしてこれからも私たちに課せられて
いる企業活動の重要な使命だと考えています。 
　それだけに、一般家庭をはじめビル・工場にい
たるまで極めて幅広い用途に、安全に、かつ安定
的にエネルギーを供給できるよう細心の注意を払
い、需要に応じた各種のエネルギーの確保から供
給まで万全の体制で取り組まなければなりません。 
 
 
　昭和61年、将来の伸びゆく四国市場環境に対応
するため、我が社が香川県三豊郡詫間町に建設し
たＬＰガス基地もその重要な体制の一つなのです。 
　ここでは、海上から輸送船で運びこまれたＬＰ
ガスおよび石油類を輸送パイプラインで基地に送
り込み、ガス充填装置によってタンクローリーや
貨物自動車など各輸送機器で、四国各地にある事
業基地および約250の特約店へ輸送しています。 
　詫間町のＬＰガス基地建設と相前後して、積極
的にコンピュータシステムの導入・構築に取り組

み、平成12年３月には本社←→工場・営業所をネ
ットワークで結んだトータルシステムに全面移行
しました。 
　今では、一括して供給できる集団地域のご家庭
は、計測メーターを設置して使用量をコンピュー
タで完璧に管理しています。業務・営業用、工業
用など簡易ガス法に基づく集団にも完全供給を行
ない、また、自動車等の燃料用オートガスも確保
しています。 
　その使用料は、年間約40,000トンを超え、需要
に対応できるようＬＰガスのストレージタンクは
4,000トン収容可能、さらに石油は10,000klのタン
クを擁しています。 

代表取締役社長 

藤   澤     勉 氏 

会社概要 
 

 

◆半世紀に及ぶ年月を重ねて 

◆将来見据え、コンピュータ化に取り組む 
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◆四国全域のユーザーの期待に応えたい 

本 社 
卸 部 

新居浜 

販売部 

パソコン・サーバー 
　MAGNIA 5100

オフィス・サーバー 
　TP90F/タイプS

漢字ラインプリンタ 

漢字シリアルプリンタ 

ワークステーション 

ワークステーション 

パソコン（デスクトップ） 

パソコン（デスクトップ） 

ルーター 

ハンディ 

ハンディ 

ハンディ ハンディ ハンディ ハンディ ハンディ ハンディ 

ハンディターミナル 
ハンディターミナル 

多機能プリンタ ページプリンタ 

フレームリレー網 

詫 間 丸 亀 高 松 志 度 徳 島 池 田 

検
針 

配
送 

お　客　様 

　このように、備蓄から供給まで一貫したシステ
ム化で四国全域のユーザーへの安全かつ安定供給
を目指し着々と躍進しています。 
　私たち日本プロパンガスは、ユーザーのより豊
かなより快適な生活のための“よきパートナー”

としてお役に立てると自負し、将来にわたって期
待に充分応えるべく万全な体制をこれからも構築
していきます。 

日本プロパンガス株式会社様システム概要 
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ウィンドウズＸＰ 

 
 
□ Microsoft Windows XP Home Edition  
　あらゆるユーザーが家庭で安心してパソコンを活用できるよう、より
簡単で使い易いコンピューティング環境をホームユーザー向けに提
供し、ブロードバンド時代のユーザーニーズに対応してWindows 
Messengerによるリアルタイムコミュニケーションや音楽や映像など
の多彩なエンターテイメントをパソコンで楽しむことができるようになり
ます。  
□ Microsoft Windows XP Professional  
　個人ユーザーおよびあらゆる規模のビジネスユーザー向けに提供
するもので、信頼性の高い、安定した作業環境を提供します。どこか
らでもモバイル端末からデスクトップコンピュータの環境を再現する「リ
モートデスクトップ接続」を新たに搭載し、ユーザーの生産性を飛躍
的に高め、また強固なセキュリティと使いやすさを実現しています。  
 
 
 
     ・CPU        300MHz以上CPUを推奨  
     ・メモリー   128MB以上を推奨  
     ・HDD        1.5GB以上の空き容量  
 
 
□ システム復元 
　システム障害やその他の深刻な問題が発生した場合、システム
復元機能を使用して、正常に動作していた以前の状態にコンピュー
タをロールバックすることができます。システム復元は容易に識別で
きる復元ポイントを自動的に作成し、システムを固有の日付と時間の
状態に復元することができます。 
　システム復元ではデータや文書ファイルは復元されないため、復
元操作で作業中のファイル、電子メール、ブラウズの履歴、お気に入
りなどが失われることはありません。 
□ デバイス ドライバのロールバック 
　特定の種類の新しいデバイスドライバがインストールされたとき、
Windows XP Professionalは問題が発生した場合に再インストー
ルできるように、インストールされたドライバのコピーを自動的に保存
します。 

□ 強化されたデバイス ドライバの認識機能 
　Window2000の技術の上に構築されたWindowsXP  
Professionalのデバイスドライバの認識機能は、デバイスドライバに
対してより過酷なストレステストを提供します。WindowsXP 
Professionalのテストに合格したデバイスドライバはシステムの安定
性を保証できる、最も安定したドライバであるといえます。 
□ 強化されたウイルス保護 
　電子メールによるウイルス攻撃からより強力に保護するために、
Windows XP Professionalの初期設定では、電子メールに EXEフ
ァイルの添付を許可しません。また、システム管理者はグループポリ
シーによって、特定のファイルあるいはアプリケーションが、企業内の
PC上で実行してもよいか否かをリモートで管理することができます。 
□ インターネット接続ファイアウォール 
　Windows XP Professional は、インターネットからの攻撃からコン
ピュータを保護することができるファイアウォールクライアントを提供
します。 
□ マルチユーザー サポートを伴う暗号化ファイルシステム （EFS） 
　EFSは、任意に生成されたキーでそれぞれのファイルを暗号化す
ることにより、悪意のあるユーザーからデータの盗難に対する最高レ
ベルの保護を提供します。Windows XP Professionalの EFSで
は、暗号化された文書への複数ユーザーにアクセスを許可すること
ができます。 

マイクロソフト株式会社は、次期 Windowsデスクトップオペレーティングシステムである日本語版Windows 
XPを2001年11月16日（金）に発売することを決定しました。これまでWindowsでは個人向けにWindows 9x/Me、
企業向けにWindowsNT/2000と、ユーザーのすみ分けが行われてきましたが、カーネルやユーザーインタフェ
ースが統一されたWindows XPでも、それらは変わりません。 
Windows XPでは，「Windows XP Home Edition」と「Windows XP Professional」の2種類がリリースされ
ます。Home EditionはWindowsMeの後継として家庭ユーザー向けに、ProfessionalはWindows 
2000Professionalの後継として主に企業ユーザー向けに提供されます。 

2001年 
11月16日 

 　Windows XPは、あらゆるユーザーにわかりやすく、全く
新しいユーザーインターフェイス（UI）を実装し、スタートメ
ニューの改変により、ユーザーが迷うことなくパソコンの操
作が可能となっています。 
　また、ブロードバンド環境において重要となるプライバシ
ー保護機能を強化しており、不正なアクセスからパソコン
を保護します。 
　さらに、デジタルビデオやデジタルカメラで撮った素材を
簡単に編集できるクリエイティビティやインターネット上の
音楽や映像を今までにない品質で再生を実現し、パソコ
ンによる新たなユーザーエクスペリエンスを提供しています。 

1．Windows XPの概要 

2．Windows XPを動作させるためには、下記の 
　ハードウェア要件が必要となります。 

3．これまでにない信頼性 
 

Build 2428のデスクトップ画面 Internet Explorer 6.0 Windows Explorer
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おもしろホームページ 

21世紀は大容量・超高速のインターネット回線が普

及する“ブロードバンド”の時代だといわれる。動き

がぎこちなかったネットの動画も、よりスムーズによ

り高画質になる。そこで台頭しつつあるのが「インタ

ーネットTV」だが、その代表的存在がこのサイト。秋

葉原の最新価格情報やITビジネスの最先端をレポー

トする「ITチャンネル」や音楽ビデオを配信する「ME

チャンネル」が人気。 

ブロードバンド時代の到来を予感させるもう一つの

出来事は、NHKによるインターネットのニュース配信。

これはまさに、放送とインターネットの融合を象徴し

ている。ネットを使えば、自分の好きな時間に好きな

場所でテレビ放映されたニュースを観られるように

なりたいへん便利なのだが、民放は「民業の圧迫に

つながる」と猛反発。今度、NHKのあり方を含めて

広範囲な論議を呼びそう。 

 

IT時代の「勝ち組」になるための情報をほしいなら、

このサイトが発行するメールマガジンを購読してみ

よう。ITビジネス関連特許の申請情報を、毎週いち

早く報じてくれる。とくに注目すべきは、eコマース

関連のビジネスモデル特許の情報だ。どのような企

業がどのようなかたちで特許を申請しているのか─

─特許で他社に先んじることが即、ITビジネスを制

することにつながるだけに必見！  

 

「○○を買いたい」と思ったとき、複数のネットショッ

プを自動検索して、いちばん安い商品を見つけてく

れる「価格比較サイト」。なかでも、ネットオークショ

ン専門の価格比較サイトとして人気を集めているの

がこのサイト。『楽天市場』『Yahoo!オークション』『e-

bay』『Bidders』などの大手サイトを網羅しており、

検索可能な商品も豊富で、低価格なものからマニア

向けなものまでじつに幅広い。 

 

http://impress.tv/ http://www.nhk.or.jp/news/

http://www.miki-seiki.com/miki/mail.html http://www.bestlot.com/

インプレスTV NHKオンライン 

e-コマース･パテントダイジェスト bestlot.com

仕事でいろんなホームページを
見ていると、おもしろそうなページ
にぶつかることがあります。その
なかからいくつか紹介します。 

読者のみなさんも「おもしろホームページ」や、「我が社のホームページ」など、どしどし紹介して下さい。 
ホームページアドレスに簡単な紹介文をつけて、「Tomorrow編集部」までお寄せ下さい。 

募集!!
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情報最前線 

 

 

　NTT東日本／西日本のISDNを利用したインターネット常時

接続サービス。残念ながら、64kbpsというナローバンド。既存

のアナログ回線をフレッツ・ISDNに変更する場合、初期費用

は１万100円（契約料800円、基本工事費4500円、交換機等

工事費1000円、屋内配線工事費3800円）。月額の利用料金

は、フレッツ・ISDN料金3600円と、対応プロバイダー料金（2000

円が相場）。ほかに回線使用基本料金が月額3470円（上記

の場合）。対応エリアが他の接続に比べて格段に広いので、

常時接続をひとまず体験したい人にはおすすめ。 

 

 

 

　屋内へ引き込む同軸ケーブルを通じて、ケーブルテレビ放送

やネット接続を提供するブロードバンドサービスの老舗。テレビ

放送を難なく送れるケーブルだから、ネットで送れるデータ量も

多い（通常128kbps～1.5Mbps）。新規加入の場合、加入料

と宅内工事費合わせて４～５万円が諸費用の相場（加入ずみ

なら宅内工事費のみ）。月額の利用料金は5000円～6000円。

契約会社を選べないのが残念だが、各社のサービスに工夫が

あるので詳細を検討してみたい。地方に住んでいて高速インタ

ーネットを待ちこがれる人には強い味方である。 

 

 

　電話回線（メタリックケーブル）を利用したブロードバンド。デ

ータのアップロードに比べてダウンロードの速度が２～３倍ほど

速い（通常512kbps～1.2Mbps）。導入費用は２～３万円台。

月額の利用料金はサービス内容にもよるが、5000円台が相場。

技術が進歩すればダウンロードは６Mbpsまで発揮できるといわ

れているので今後の成長に期待大。通信速度の減衰要因が

多いのがやや難。現在は大都市圏に対応エリアは集中してい

るが、電話線から供給できるサービスなので、インフラの設備は

文句なし。急速なエリア展開に目が離せない。 

 

 

 

　とにかく大容量の常時接続。しかし、NTT東日本／西日本

の光・IP通信網サービスは、東京・大阪の一部エリアで試験段

階（仮称・通信速度10Mbps・初期工事費２万7100円、月額１

万3000円）話題の有線ブロードネットワークス社のサービスエ

リアも、東京都の渋谷区と世田谷区の一部に限られている（通

信速度100Mbps・初期費用は工事費と手数料で３万3000円、

月額の利用料金はモデムレンタル料、「Broad-Gate01」加入

料コミで6100円～）。まだまだ手探りの段階だが、数年後には

使ってあたりまえの通信技術になっているだろう。 

「遅い、高い、眠い」の三重苦に耐えてやってきたインターネットの生活に、ここにきて
一気に新たな展開が開けてきた。ブロードバンドと常時接続がそれである。今までの
アナログモデム接続の数倍から数十倍のスピード、月額の利用料金もそれぞれ手軽
なものとなっている。いよいよ本当のインターネット時代がやって来た!!

社　　  名  月　額 　　　　　　ホームページアドレス 料金改定等 
NTT 最大1.5Mbps 3800円 http://www.ntt-west.co.jp/flets/ 注１ 
Yahoo! BB 最大　８Mbps 2280円 http://bbpromo.yahoo.co.jp/ ８月１日から 
Hi-Ho 最大1.5Mbps 2980円 http://home.hi-ho.ne.jp/home/adsl/course/index.html ９月16日から 
DION 最大1.5Mbps 3880円 http://www.dion.ne.jp/dialup/service/adsl/index.html ９月１日から 
JustNet 最大1.5Mbps 3580円 http://signup.justnet.ne.jp/info/eadsl/top.htm ８月22日から 
BIGLOBE 最大1.5Mbps 3980円 http://www.biglobe.ne.jp/service/adsl/index.html ９月１日から 
@nifty 最大1.5Mbps 3980円 http://www.nifty.com/connect/adsl/index.htm 
So-net 最大1.5Mbps 2980円 http://www.so-net.ne.jp/access/adsl/ 
ODN 最大1.5Mbps 3880円 http://www.odn.ne.jp/infoodn/j-dsl/camp/ ９月１日から 
 

◆主なＡＤＳＬサービス◆ 
 

※８月17日現在　いずれも電話共用タイプ。ほかにNTT電話回線使用料187円が別途必要（NTT、JustNet除く） 
注１：月額には他にISP料金などが必要 
 

通信速度（下り） 
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ミニミニパソコン講座 

【タテのカギ】 
①夕焼け小焼けの□□□□□。 
②世の中に□□□つらみがある。 
③□□の上にも3年。 
④□□□スケジュールをこなす。 
⑤安心□□□□。 
⑦男所帯にわくもの。 
⑨出る□□は打たれる。 
⑪東京には□□がないという。 
⑬永世中立国。 
⑭マージャンの懸賞牌。 
⑮1□□□は約1600m。 
⑰□□につける薬はない。 
⑲□□に釘。豆腐にかすがい。 
【ヨコのカギ】 
①□□□の呼吸。 
③船の□□□をおろす。 
⑥□□手形に終わる。 
⑦草木も眠る□□□□どき。 
⑧江戸時代の宝くじ。 
⑩□□に火をともす。 
⑫親分。 

⑭野球は筋書きのない□□□。 
⑯□□□の道。 
⑱人間とは昔から友だち。 
⑳飛鳥。 
 21 海豚。 

　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「コイノボリ」
でした。今回も仕事の合間にお楽しみ
ください。 
　Ａ～F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 

Ｂ 

1

9 10

11

13

17

Ａ 

Ｃ 

Ｅ 

Ｆ 

Ｄ 

3 5

8

12

2 4

6

15

16

20 21

19

7

18

14

　＋Ｃ 
又は 
　＋Ｘ 
又は 
　＋Ｖ 
 

　＋Ｚ 
又は 
　＋Ｙ 
 
 

　＋Ｓ 
 
 
 

　＋Ｐ 
 
 
 

　＋Ｆ 

やりなおしに関するキー操作。 
［Ｚ］は直前の操作を元に戻す。 
［Ｙ］は元に戻した操作の取消しができる。 
 
ワープロソフトや表計算ソフトなどで、変更され
た内容を元のデータファイルに上書き保存す
る。 
 
アプリケーションで開いているファイルを印刷
するキー。ブラウザ上で押せば、現在のページ
を印刷できる。 
 
文字を検索するときに使う。このキー操作で、
検索のダイアロボックスが表示されるので検
索したい語句を入力する。 
 

ウィンドウズを素早く操作するには、マウスを使わずに
キーボードのショートカットを使用することです。 
基本的なショートカットをいくつかまとめてみましたの
で、是非一度試してみて下さい。 

　＋Ｄ 
 
 
 

　＋Ｅ 
 
 
 

　＋Ｆ 
 

現在開いているウィンドウをすべて最小化して
デスクトップを表示する。もう一度押すと元に
戻る。 
 
エクスプローラを起動する。わざわざスタートメ
ニューからエクスプローラを探す手間を省くこ
とができる。 
 
パソコンや接続された記憶媒体からファイル
やフォルダを検索する。スタートメニューの「検
索」と同じ機能が呼び出せる。 

ウィンドウズキー 

コントロールキー 
 

文字や画像のコピーに使用する。 
［Ｃ］は選択したデータのコピー。 
［Ｘ］は切り取り。 
［Ｖ］はコピーしたデータを貼り付ける。 

  

スタートメニューをキーボードから呼び出せるキー。 

コピーや貼り付けなど、アプリケーションで作業する場合に
覚えておきたい操作のベースとなるキー。 

Ctrl

Ctrl

Ctrl

Ctrl

Ctrl

Ctrl

Ctrl

Ctrl

Ctrl
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株式会社トスバックシステムズ 

　今年の夏は熱中症で倒れた人が続出したほど、とても熱い夏でした。そんな夏も過ぎ去り、朝晩に吹く風が
とても心地良い季節がやって来ました。秋といえば読書の秋とか食欲の秋とかいろいろいいますが、何かを
始めるには最適な季節です。夏の疲れで弱った体に健康を取り戻すためにも、ウォーキングなどで体を動か
すことをおすすめします。 
　ところで、今回の“TOMORROW”はいかがでしたでしょうか？　ご意見・ご感想があれば、どんなことでも
お待ちしておりますのでよろしくお願い致します。 

http://www.tomorrow.ne.jp


