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c o n t e n t s

トスバックシステムズの各種パッケージソフトウェアは
お客様の日々の業務をサポートいたします！

「出釈迦寺の捨身嶽禅定」（香川県）
香川県善通寺市にある四国霊場の第73番札所・出釈迦寺。この寺の境内から50分ほど山を登った奥の院には、
幼い空海が修行をしたと伝わる捨身嶽禅定がある。
今回の表紙絵は、かつて作者が何十回も登ったという同地の５月頃の様子を表現している。ゴツゴツとした険しい
岩場の中で、懸命に根を張って生きている木々の緑。あたたかさと力強さが同居する切り絵である。

令和3年5月1日発行　通巻72号　株式会社トスバックシステムズ
●発行人／宮﨑俊和　●編集・印刷／アクセル

もう戦いは始まっている。
どうやら人数制限など観戦のルールを定めた上でオリンピックを開催できる流れだ。まだ混乱は続いているが、4月初旬、ある選考会に
注目が集まった。水泳の日本選手権。100mバタフライで池江璃花子が優勝し、400mメドレーリレーの代表切符を掴んだのだ。白血
病の告白から2年。本人も驚く奇跡の泳ぎだった。決して諦めない彼女の姿に心を揺さぶられた人は多いだろう。そうだ、オリンピックはも
う始まっているのだ。

編 集 後 記

しゃしんがたけぜんじょう

寒川 幹子表紙切り絵
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ESSAY

いつもはシンプルに食べられることが多いアスパラガスが、食卓の主役として躍り出る料理が肉巻きです。豚
肉の弾力とアスパラガスのシャキッとした歯ごたえの組み合わせがよく、いくらでも食べられます。その上、栄養
面の相性も抜群。豚肉のビタミンB1とアスパラガスのアスパラギン酸のタッグにより、春の疲れを回復してくれ
ます。お弁当のおかずにも使えるので、行楽シーズンにぴったりのレシピと言えます。

野菜は、キャベツなどの「葉を食べる」ものと、大根などの「根
を食べる」ものと、トマトなどの「実を食べる」ものが一般的です。
しかし、そのどれとも違うのがひょろっと長いアスパラガス。私
たちが普段食べているのは、葉や枝が成長する前の「若芽」で
す。よく見れば、穂先がつぼみのようになっているのがわかると
思います。もし収穫せずに放っておくと高さが1.5ｍほどになり、
モサモサと葉を茂らせます。知らなければアスパラガスとは気
づかないでしょう。
世界的に見れば、アスパラガスは紀元前から栽培されていた
歴史ある野菜です。では、日本に伝わったのはいつか。なんとな
く戦後に登場したようなイメージがありますが、意外にも江戸
時代に伝わっていたそうです。ただ、その時は栽培が広まりま
せんでした。日本での栽培が一般化したのは大正時代に入って
から。現在は、長野、北海道、佐賀の順に多く生産されています。
春先から出荷されるようになり、旬を迎えるのは5月～6月。近

アスパラガスを使ってこんな料理を。

年は茎が太くてやわらかい「さぬきのめざめ」や、太陽が当たら
ないように育てた「ホワイトアスパラガス」など、品種も増えて
います。
アスパラガスは緑黄色野菜に分類され、カロテンやビタミン
A、ビタミンEなどが多く含まれています。さらに、アミノ酸の一
種であるアスパラギン酸が豊富なことも有名です。アスパラギ
ン酸は疲労回復やスタミナ増強に効果があるのですが、その名
のとおり、アスパラガスから発見された栄養素。疲れ気味の人
には、ぜひおすすめしたい野菜です。
家庭での調理方法としては、さっと茹でてサラダに添えたり、

コショウを効かせて炒めるなどシンプルに味わうものが多い傾
向です。茹ですぎると栄養素が抜けたり、せっかくの食感が失
われるので注意してください。スーパーで購入する時は、下の
切り口に注目を。白くて、みずみずしいものを選び、変色してい
るものを避けるようにしましょう。

❶ アスパラガスは根元などの硬い部分をピーラーでむいておく。購入時に
細めのものを選んでおくとよい。

❷ 豚肉に塩・コショウをふる。❶のアスパラにくるくると巻いていく。
❸ フライパンを中火にかけ、うすく油をひいて❷を入れ、全面に軽く焦げ目を
つける。

❹ ２分ほど蒸し焼きにして完成。火を止める直前にコショウを強めにふると
スパイシーに仕上がる。

●アレンジ１
❸の次に（バター醤油タレ）の材料を入れてからめると、バター醤油仕立
てになる。ご飯がよくすすむ味付け。

●アレンジ２
❷に衣を付けて油で揚げると、肉巻きアスパラフライになる。

グリーンアスパラガス・・・・・・・・・6本程度
豚バラ肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150g
塩・コショウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

（バター醤油タレ）
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
すりおろしニンニク・・・・・・・・・・・・・・・適量

疲労回復の強力タッグ

アスパラガスの肉巻き 作り方

材料（2人分）

春先～6月まで。近年は通年で出荷されている。
カロテン、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、アスパラギン酸、ルチン。
新聞紙などに包んで冷蔵庫で３日ほど。

食べ頃
主な栄養成分
保存の目安

レ シ ピ コ ー ナ ー

アスパラガスDATA

シャキシャキの食感

アスパラガス Asparagus
vol.05

季節の
　食材カタログ

疲労回復の申し子は、江戸時代にやってきた。
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多くの製造現場では、社内でばらばらになっている情報の管
理に苦慮されている企業が多くありますが、『PreSup』では販売
情報・生産情報をまとめて管理する事ができるので、煩雑な業務
を効率化する事ができ、製品の生産計画から出荷に至るまでの
情報を一元管理する事ができるイージーオーダーシステムです。
本来、製造現場はものづくりが本業であり、本業に専念しても

らうためにシステムへの入力を極力減らし簡素化する事で、製造
現場の負担軽減を実現します。

企業と共に成長する未来型ソリューション

製造業向け
基幹業務システム
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USER INFORMATION USER INFORMATION

糊付ロール

自動包装機用ロール

一般袋・有孔加工付袋・テープ付袋など スタンドパック

当社の工場の設備をご紹介いたします。印刷から製袋、スリット加工まで一貫して行うことが可能です。

設備紹介

会 社 概 要

商 号 株式会社三栄プラスチック工業所

資 本 金 1,500万円

事業内容 各種包装資材製造販売

代 表 者 代表取締役社長　松岡 彬

主要取引
銀行

四国銀行
伊予銀行

創 業 1965年1月5日

会 社 沿 革

1965年　1月 松山市大可賀町字三反地
1051-3で創業
ポリエチレンフィルム加工
農業用ビニール加工

1966年　4月 株式会社設立

1966年　5月 松山市清住2-1051-3に移転

1985年11月 松山市府中の現在地に会社移転
高速サイドウェルド自動製袋機
導入

1987年　6月 第3工場建設
高速変形サイドウェルド自動製袋機
導入
OPPフィルム加工

1988年 旧事務所建設

1989年 第4工場建設
スリッター機導入

1992年 第5工場建設

1995年 新事務所・印刷工場建設
グラビア印刷機導入

2008年 糊付加工機導入

2010年10月 東京営業所開設

2015年　4月 製袋新工場建設

2015年10月 東京営業所を
茨城県つくばみらい市に移転
関東営業所に改称

製品紹介
当社は農産物用や雑貨用を中心とした軟包装資材のコンバーターとして、お客様
のご要望に応じて様々な形態の製品を製造しております。糊付ロール・自動包装機用
ロール・スタンドパック・一般袋・有孔加工付袋・テープ付袋など、当社で製造しており
ます製品の一部をご紹介いたします。

株式会社 三栄プラスチック工業所 様
〒799-2435 愛媛県松山市府中661番地1
TEL 089-992-0036　FAX 089-993-0800

http://www.sanei-pla.jp/
農産包装用を中心とした袋が製造可能です。一般的な四

角形の袋はもちろん、葉物野菜用の台形型、トマトやかんき
つなどを入れるスタンドタイプ、ねぎやごぼうなどの長物用
といった、さまざまな形式の袋を製造することができます。ま
たテープやチャックなど、各種オプションをつけることも可
能です。
2015年にはクリーンルーム仕様の工場を新設し、食品や
雑貨品、日用品など、さまざまな分野の袋の製造に取り組ん
でおります。
35年以上の経験を武器に、知識経験技術を積み上げ、

日々新しいことに取り組んでおります。

製袋工場
本社

〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台1丁目7-4 PRINCESS KOWA 2階
TEL 0297-21-2251　FAX 0297-21-2252関東営業所

2台の印刷機を設置しており、農産包装で主体の2～3色
の印刷や、写真などのフルカラー印刷まで製造しております。
近年では店頭でのアイキャッチ性の向上のため、カラフルな
印刷やキャラクターの入った複雑なデザインなどが増えて
おり、技術と品質のいっそうの向上が求められております。
当社では自動検査装置などの設備を新設し、厳格化されて
いる品質ニーズに対応しております。また環境対応型インキ
の使用にも取り組んでおり、環境にやさしい製品を作るよう
努力しております。

グラビア印刷工場

スリッター工場

自動包装用のロールを製造する工場です。最新鋭の設備
を有し、高品質の製品を安定的に製造しております。また商
品のトレーサビリティとしての、生産者名やロットNo.などの
印字装置も設置しております。ほかにもイチゴの掛け紙用の
糊付けロールや断裁シートなど、各種資材を製造しており
ます。
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ロール・スタンドパック・一般袋・有孔加工付袋・テープ付袋など、当社で製造しており
ます製品の一部をご紹介いたします。

株式会社 三栄プラスチック工業所 様
〒799-2435 愛媛県松山市府中661番地1
TEL 089-992-0036　FAX 089-993-0800

http://www.sanei-pla.jp/
農産包装用を中心とした袋が製造可能です。一般的な四

角形の袋はもちろん、葉物野菜用の台形型、トマトやかんき
つなどを入れるスタンドタイプ、ねぎやごぼうなどの長物用
といった、さまざまな形式の袋を製造することができます。ま
たテープやチャックなど、各種オプションをつけることも可
能です。
2015年にはクリーンルーム仕様の工場を新設し、食品や
雑貨品、日用品など、さまざまな分野の袋の製造に取り組ん
でおります。
35年以上の経験を武器に、知識経験技術を積み上げ、

日々新しいことに取り組んでおります。

製袋工場
本社

〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台1丁目7-4 PRINCESS KOWA 2階
TEL 0297-21-2251　FAX 0297-21-2252関東営業所

2台の印刷機を設置しており、農産包装で主体の2～3色
の印刷や、写真などのフルカラー印刷まで製造しております。
近年では店頭でのアイキャッチ性の向上のため、カラフルな
印刷やキャラクターの入った複雑なデザインなどが増えて
おり、技術と品質のいっそうの向上が求められております。
当社では自動検査装置などの設備を新設し、厳格化されて
いる品質ニーズに対応しております。また環境対応型インキ
の使用にも取り組んでおり、環境にやさしい製品を作るよう
努力しております。

グラビア印刷工場

スリッター工場

自動包装用のロールを製造する工場です。最新鋭の設備
を有し、高品質の製品を安定的に製造しております。また商
品のトレーサビリティとしての、生産者名やロットNo.などの
印字装置も設置しております。ほかにもイチゴの掛け紙用の
糊付けロールや断裁シートなど、各種資材を製造しており
ます。
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今回のEXCELの達人は、Microsoft社が提供している対話型のデータ視覚化サービス「Power BI」をご紹介いたします。
BI（Business Intelligence）とは、企業が蓄積しているデータを分析し、その結果を可視化して得られた知見をあらゆる活動に生かすた
めのものです。BIツールは、データそのものが蓄積されるデータベースとは違い、別のツールとしてレポートを表示したり、データ分析に
関するさまざまな機能を持ったソフトウェアです。

Excelの達人が教えるクールなヒント 38

Power BIは、Excelベースのユーザインターフェースのため、早期の
導入が容易であり、社内教育のコストを極小化することができます。
今までIT部門に依頼をしていたレポート作成などを一部エンド
ユーザが行うことで、業務プロセスを短縮し、IT部門に対して本来
業務回帰に貢献することができます。

全てのBIツールを活用するにあたって共通していることは、まず分析
するために用意したデータの信頼性を担保することが重要となりま
す。データを分析するには当然データが必要ですが、それらを収集す
るだけでもかなりの労力がかかります。実際にデータ分析に取り組む
際、データ収集に時間がかかってしまい、何週間も前のデータを参照
したレポートを読んでいるというケースは少なくありません。
それらを考えた時、Power BIは非常に有効で、Excelや会計システム
はもちろん、SalesforceやOracleなどのソフトウェアまで、チャート
やグラフに変換し、今この瞬間会社がどうなっているかを教えてく
れます。経営陣は、常に最新のデータを見つつ会社の舵切りができ
るというわけです。
マイクロソフト社ではメール以上にPower BIが使われているそうです。

⒈ はじめに
⒈⒈ BIツールの種類
以下の２つに大別されます。
1エンタープライズBI
企業内で統一されたひとつのデータから全員が同じレポートを参照し、そ
れぞれが必要な次の行動に繋げるためのBIです。通常は企業内のIT部門が
データとレポートを用意して、トップダウン的に全社で共有します
2セルフサービスBI
各部門でエンドユーザー自身が必要なデータを使用し、必要なレポートを
作成することで次の行動に繋げていくためのBIです。データ分析の半分以
上の作業をBIツールが自動化するというもので、効率良くデータ分析に取り
組めるということで注目されています。
☞Power BI はセルフサービスBIに分類される製品であり、一般的なITリテラ
シーがあれば比較的簡単にデータ分析ができます。

⒉ Power BIの構成
⒉⒈ ライセンスタイプ
Power BI のライセンスタイプには、Power BI ProとPower BI Premiumがあり、
これらに加えて無料版のPower BI DesktopとPower BI serviceがあります。

無料・有料の大きな違いはPower BI Report Serviceの有無です。個人で完結
するようなデータの可視化・分析に関しては無料プランで十分対応できます。
Microsoftアカウントがあれば誰でも利用できます。
また、マイクロソフトが提供するクラウドサービス「Microsoft Azure」でもPower 
BI Embeddedというサービスを利用できます。Power BI Embeddedを活用す
れば自分のものとしてPower BI使用し、ブランド化することで、顧客向けレポー
ト、ダッシュボード、および分析をご自身のアプリケーションですばやく簡単に
利用できます。
今回はPower BI 無料版の機能についてご紹介いたします。

中央の領域にこの 2 つが重なる部分が示されます。一部のタスクは Power BI 
Desktop でも Power BI Service でも実行できます。ベン図の右側と左側には、
アプリケーションとサービスに固有の機能が示されています。

Microsftアカウントでサインインしダ
ウンロードを実施します。

題材として左記のようなExcelのシート
を利用してみます。日々の作業の中で
仕入、売上、在庫などの明細をExcelの
シートに入力してその後にグラフを作
成したり、集計およびピボットテーブル
で分析などを行っていると思います。
今回、 Power BI を使用することでそれ
らの作業と機能の違いを見ていきたい
と思います。

☞　ターゲットのExcelファイルを選
択し［開く］ボタンをクリックしま
す。

☞　対象のシートを選択し[読み込
み]ボタンをクリックします。

画面左側の領域に表が
表示されます。

☞　フィールドで、「機種名」と「数量」を選択します。

☞　視覚化で「テーブル」をクリックします。

☞　別のグラフを作成するので、カーソルのフォーカスを外します。
☞　視覚化で「積み上げ横棒グラフ」をクリックします。

☞　別のグラフを作成するので、カーソルのフォーカスを外します。
☞　視覚化で「折れ線グラフ」をクリックします。

ファイルを取込んだ後に表示される画面です。
ファイルを取り込んだ後に、画面にシートが開
くわけではありません。画面の右に「フィール
ド」が表示されて、Excelの項目が並んでいます。
ここから使用したい項目を選択していきます。
Excelの項目名が自動的に取り込まれ、選択す
れば表が表示されます。

①売上数量の集計表

②売上数量の平均を表す表
☞　別の表、グラフを作成する場合は、カーソルが今作成した表にフォーカス
されているのでそれを外します。（表以外の領域をクリックすることで
フォーカスが外れます。）

完成したデータで、個々の表またはグラフの項目をクリックするとPower BIの
メリットが良くわかると思います。一回のクリックで、グラフなどの見え方が変
わる様子は、Excelに慣れている方からすると驚かれると思います。
いくつかの表とグラフが並んだ状態でどれかの機種名をクリックすると、その
データのみをハイライトして表示してくれます。これは直感的に非常にわかり
やすく説明したなどに有効です。
また、スマホ向けのレイアウトを作成して表示することもできます。今回は、具
体的な手順は説明しませんが、スマホでPower BIのアプリをダウンロードし、
クラウドに発行したファイルを読み込めばOKです。これらも項目をタップする
とハイライトされるのは同じです。
今後、データの分析には欠かせない秀逸なツールです。

☞　「平均」を選択します。

表の「数量」が「数量の平均」に変わります。

画面左側の領域に新し
い表が表示されます。

☞　フィールドで、「機種名」と「数量」を選択します。

画面左側の領域に新し
い表が表示されます。

画面左側のグラフが表
示されます。

☞　フィールドで、「機種名」と「数量」を選択
します。

☞　値の「数量」でオプションボタン（下向き
の三角ボタン）をクリックします。

☞　フィルター「機種名」でオプションボタン（下向き
の三角ボタン）をクリックします。

☞　表示させたい機種のみを何件か選択します。

注）今回は件数が多いとグラフが見にくいために選
択をしています。

個々の表、グラフの位置および
大きさを整えます。

⒈⒉ Power BIの機能概要
●各種データ処理（抽出、変換、統合など）の作成と実行
●視覚化された分かりやすいレポートを作成
●作成したレポートを組織内の人と共有
●作成したレポートを定期的に自動更新
☞これらの機能を基本的にノンプログラミングで実行することができます。通
常、データ分析等の作業にはプログラミングが必要となりますが、Power BI
の場合はプログラムを記述しなくてもデータ分析作業が行えます。

⒌⒈ Power BI で作成するもの
以下の表およびグラフを作成してみます。
①売上数量の集計表  ②売上数量の平均を表す表
③売上数量の横棒グラフ ④売上数量の推移を表す折れ線グラフ
⑤シェアを示す円グラフ
⒌⒉ Power BI を起動する
タスクバーのPower BI をクリックします。

⒌⒊ Excelのファイルを読み込む

⒉ ⒉  Power BI Desktop
各種データソースを抽出・変換・結合し、さらにレポートの設計を行うための
デスクトップアプリケーションです。
●ローカル コンピューターに無料でインストールすることがでる完全なデー
タ分析とレポート作成ツールです。 
●さまざまなデータソースに接続し、それらを１つのデータモデルに結合す
ることができます。
　そのためのクエリエディターが含まれています。その後、そのデータモデル
に基づいてレポートを設計します。
⒉⒊ Power BI Service
レポートを共有するクラウド基盤およびブラウザ上でデータ分析を行うため
のクラウドベースのサービスです。
●一般的なBIツールではレポートを行うデザイナーツールと、実際にレポート
の分析・閲覧するためのツールが分かれていることが多く、 Power BI も同
様の構成になります。

⒍ まとめ

⒋ Power BI Desktop のインストール

⒌ Power BI Desktopを試してみる

⒊ Power BI Desktop と Power BI Service の比較

無料 Power BI Desktop、
Power BI service 作成したレポートは個人使用が前提となります。

有料

Power BI Pro Power BI 無料版の全ての機能に加え、組織内の共
有機能が追加されています。
ユーザー単位のライセンスです。

Power BI Premium 容量ベースのライセンスです。
クラウドコンピューティングおよびストレージの専
用リソースで価格が決定します。

レポート
視覚化

セキュリティ
フィルター
ブックマーク
Q&A

R ビジュアル

Power BI Desktop
多くのデータソース
変換
整形とモデリング
メジャー
計算列
Python
テーマ
RLSの作成

Power BI Service
いくつかのデータソース
ダッシュボード
アプリとワークスペース
共有
データフローの作成
ページ分割されたレポート
RLS管理
ゲートウェイ接続

　注）単価、金額はあくまでもテスト値として入力した値です。

☞　フィールドで、「数量」と「機種名」を選択します。

表以外の領域Microsoft社のサイトまたは、”Power 
BI ダウンロード” 等で検索します。

☞　別のグラフを作成するので、カーソルのフォーカスを外します。
☞　視覚化で「円グラフ」をクリックします。

☞　画面左側の領域の折れ線
グラフの幅を広げ見やすく
します。

画面左側のグラフ
が表示されます。

⑤シェアを示す円グラフ

③売上数量の横棒グラフ

④売上数量の推移を表す折れ線グラフ

☞　フィールドで、「数量」[申込日]「機種名」
を選択します。

☞　軸の「申込日」でオプションボタン（下向
きの三角ボタン）をクリックします。

☞　「申込日」を選択します。
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今回のEXCELの達人は、Microsoft社が提供している対話型のデータ視覚化サービス「Power BI」をご紹介いたします。
BI（Business Intelligence）とは、企業が蓄積しているデータを分析し、その結果を可視化して得られた知見をあらゆる活動に生かすた
めのものです。BIツールは、データそのものが蓄積されるデータベースとは違い、別のツールとしてレポートを表示したり、データ分析に
関するさまざまな機能を持ったソフトウェアです。

Excelの達人が教えるクールなヒント 38

Power BIは、Excelベースのユーザインターフェースのため、早期の
導入が容易であり、社内教育のコストを極小化することができます。
今までIT部門に依頼をしていたレポート作成などを一部エンド
ユーザが行うことで、業務プロセスを短縮し、IT部門に対して本来
業務回帰に貢献することができます。

全てのBIツールを活用するにあたって共通していることは、まず分析
するために用意したデータの信頼性を担保することが重要となりま
す。データを分析するには当然データが必要ですが、それらを収集す
るだけでもかなりの労力がかかります。実際にデータ分析に取り組む
際、データ収集に時間がかかってしまい、何週間も前のデータを参照
したレポートを読んでいるというケースは少なくありません。
それらを考えた時、Power BIは非常に有効で、Excelや会計システム
はもちろん、SalesforceやOracleなどのソフトウェアまで、チャート
やグラフに変換し、今この瞬間会社がどうなっているかを教えてく
れます。経営陣は、常に最新のデータを見つつ会社の舵切りができ
るというわけです。
マイクロソフト社ではメール以上にPower BIが使われているそうです。

⒈ はじめに
⒈⒈ BIツールの種類
以下の２つに大別されます。
1エンタープライズBI
企業内で統一されたひとつのデータから全員が同じレポートを参照し、そ
れぞれが必要な次の行動に繋げるためのBIです。通常は企業内のIT部門が
データとレポートを用意して、トップダウン的に全社で共有します
2セルフサービスBI
各部門でエンドユーザー自身が必要なデータを使用し、必要なレポートを
作成することで次の行動に繋げていくためのBIです。データ分析の半分以
上の作業をBIツールが自動化するというもので、効率良くデータ分析に取り
組めるということで注目されています。
☞Power BI はセルフサービスBIに分類される製品であり、一般的なITリテラ
シーがあれば比較的簡単にデータ分析ができます。

⒉ Power BIの構成
⒉⒈ ライセンスタイプ
Power BI のライセンスタイプには、Power BI ProとPower BI Premiumがあり、
これらに加えて無料版のPower BI DesktopとPower BI serviceがあります。

無料・有料の大きな違いはPower BI Report Serviceの有無です。個人で完結
するようなデータの可視化・分析に関しては無料プランで十分対応できます。
Microsoftアカウントがあれば誰でも利用できます。
また、マイクロソフトが提供するクラウドサービス「Microsoft Azure」でもPower 
BI Embeddedというサービスを利用できます。Power BI Embeddedを活用す
れば自分のものとしてPower BI使用し、ブランド化することで、顧客向けレポー
ト、ダッシュボード、および分析をご自身のアプリケーションですばやく簡単に
利用できます。
今回はPower BI 無料版の機能についてご紹介いたします。

中央の領域にこの 2 つが重なる部分が示されます。一部のタスクは Power BI 
Desktop でも Power BI Service でも実行できます。ベン図の右側と左側には、
アプリケーションとサービスに固有の機能が示されています。

Microsftアカウントでサインインしダ
ウンロードを実施します。

題材として左記のようなExcelのシート
を利用してみます。日々の作業の中で
仕入、売上、在庫などの明細をExcelの
シートに入力してその後にグラフを作
成したり、集計およびピボットテーブル
で分析などを行っていると思います。
今回、 Power BI を使用することでそれ
らの作業と機能の違いを見ていきたい
と思います。

☞　ターゲットのExcelファイルを選
択し［開く］ボタンをクリックしま
す。

☞　対象のシートを選択し[読み込
み]ボタンをクリックします。

画面左側の領域に表が
表示されます。

☞　フィールドで、「機種名」と「数量」を選択します。

☞　視覚化で「テーブル」をクリックします。

☞　別のグラフを作成するので、カーソルのフォーカスを外します。
☞　視覚化で「積み上げ横棒グラフ」をクリックします。

☞　別のグラフを作成するので、カーソルのフォーカスを外します。
☞　視覚化で「折れ線グラフ」をクリックします。

ファイルを取込んだ後に表示される画面です。
ファイルを取り込んだ後に、画面にシートが開
くわけではありません。画面の右に「フィール
ド」が表示されて、Excelの項目が並んでいます。
ここから使用したい項目を選択していきます。
Excelの項目名が自動的に取り込まれ、選択す
れば表が表示されます。

①売上数量の集計表

②売上数量の平均を表す表
☞　別の表、グラフを作成する場合は、カーソルが今作成した表にフォーカス
されているのでそれを外します。（表以外の領域をクリックすることで
フォーカスが外れます。）

完成したデータで、個々の表またはグラフの項目をクリックするとPower BIの
メリットが良くわかると思います。一回のクリックで、グラフなどの見え方が変
わる様子は、Excelに慣れている方からすると驚かれると思います。
いくつかの表とグラフが並んだ状態でどれかの機種名をクリックすると、その
データのみをハイライトして表示してくれます。これは直感的に非常にわかり
やすく説明したなどに有効です。
また、スマホ向けのレイアウトを作成して表示することもできます。今回は、具
体的な手順は説明しませんが、スマホでPower BIのアプリをダウンロードし、
クラウドに発行したファイルを読み込めばOKです。これらも項目をタップする
とハイライトされるのは同じです。
今後、データの分析には欠かせない秀逸なツールです。

☞　「平均」を選択します。

表の「数量」が「数量の平均」に変わります。

画面左側の領域に新し
い表が表示されます。

☞　フィールドで、「機種名」と「数量」を選択します。

画面左側の領域に新し
い表が表示されます。

画面左側のグラフが表
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COLUMN COLUMN

パズル
に
挑戦！

【募集要領】

Groovy Book Review Bookstore Award

物語の主人公は、ゴールドマンサックスでトレーディングチーム
を率いていたケンシ・リチャード。極めて優秀であったが、リーマン
ショックの影響により仕事を続けられなくなり、ニューヨークでく
すぶっている。彼は日系２世で、両親が幼いときに離婚してアメリ
カ人の母によって育てられてきた。日本人の父とは、離婚後一度も
会っていなかったが、ある日、その父・直彦がニューヨークのホテ
ルで銃殺されたという連絡が入る。ケンシが死亡現場にかけつけ
ると、そこには奇妙な光景が広がっていた。
直彦は古くから代々続く神社の次男坊で、急死した兄の代わり
に否応なく宮司を務めることになったのが離婚の原因である。現
在は八十二代目となる正式な宮司である直彦。彼はニューヨークの
ホテルで、ユダヤ教のラビと一緒に殺されていた。日本人の宮司と
ユダヤ人のラビがなぜ同室に居あわせたのか、なぜ殺されなけれ
ばいけなかったのか。現場に残されていた直彦の遺物から、ケンシ
は不思議なメモを見つけ、父の死の謎を追うことを決める。
ケンシはかつて率いていたチームのメンバー３人を集めて日本に
旅立つ。イラン出身の天才物理学者・イラージ、世界の陰謀論に詳
しい中国人・王、ロスチャイルド家の親族で日本語が堪能なお調子
者・デービッド。ケンシは日本語がしゃべれないが歴史学に精通し
ており、３人の分析・推論と世界の歴史を照らし合わせながら、謎
を少しずつ解明していく。しかしその道行きは、日本の歴史そのも
のに迫ることとなる。カタカナとは何か、はにわのモチーフは何か、
神事に込められた本当の意味とは、古い神社の名前はどこから付
けられたのか。ケンシの動きを主軸としながら、某国の諜報員、政
府関係者、宗教家など語り手を変える群像劇により、日本の神秘
が浮き彫りにされる。
日本人としては信じがたい事実が次 と々出てきて、ページをめく
る手を止められなくなる歴史ミステリーである。小説ではあるが、
書かれている内容に関係する資料が提示される独特の構成で、作
家のフィクションではなく、事実に基づく考察であることを伝えて
いる。とは言え、どこまで信用するかは読み手しだい。読了後、日
本の神話と世界史が結ばれて、自分が世界の歴史とつながってい
ることを感じさせてくれるだろう。

まさか、でも、あるいは…。
日本の成り立ちに迫る
驚くべき歴史ミステリー。

「 アマテラスの暗号 」

伊勢谷 武
（いせや たける）

スウィンバーン大学（メルボルン）卒業後、ゴールドマン・サッ

クスのデリバティブ・トレーダーを経て、１９９６年に投資家情

報関連の会社を設立。現在代表取締役。『アマテラスの暗

号』が初の著書。

著者プロフィール
【ヨコのカギ】
❶自転車で遠くに出かけること。
❾ベルを鳴らしながら犬のエサやり実験をした人。
13獲物を捕るためにクモが仕掛けた網状の罠。
14非常に優れた知恵のこと。
15日本最大の湖の語源となった楽器。
16人を引き付ける魅力や常人以上の資質を
もった人のこと。
17家が接して並んでいる様子。転じて「みんな」の意味。
18自分からみて両親の兄弟・姉妹の子どものこと。
19病院の先生のこと。
20地面の下のこと。
21高貴な身分の人の娘に対する敬称。プリンセス。

【タテのカギ】
❶深海に生息するピンク色の小さなエビ。
❷メークイン、鳴門金時などの種類がある根菜。
❸女性の忍者のこと。
❹一覧表のこと。名簿や目録など。
❺不満や納得できないことを口にすること。
❻とがって突き出た部分や隅のこと。
❼岩場でとれる食用の海藻。
❽くちづけのこと。
❾北米と南米の中間にある共和国。運河が有名。
10ラブレターのこと。
11王様や殿様がここにいる。
12木や竹の節がある場所。物事の区切りとな
るポイント。

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「カガミモチ」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べかえて
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FAX（087）851-5441までお送りください。
アンケートまたはクイズにお答えいただいた方に粗品をお送りします。

【応募締切】5月31日まで。
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ハ イ ク イ ガ イ ヤ
ツ ボ イ サ カ エ ギ
ヒ ル シ ツ ト ソ リ
ノ レ ン ギ ミ コ ヨ
デ バ ボ ウ チ ヨ ウ
コ ノ ウ カ イ ナ キ
モ ン ワ イ ト マ ン

【前回の答え】カガミモチ

伊勢谷武
廣済堂出版

全国の書店員が“今いちばん売りたい本”を決める『2021年本屋大賞』発表会
が4月14日に行われ、町田そのこ氏の『52ヘルツのクジラたち』（中央公論新
社）が大賞に選ばれた。大賞作から3位作までのあらすじを紹介する。

52ヘルツのクジラとは―他の鯨が聞き取れない高い周波数で鳴く、世
界で一頭だけのクジラ。たくさんの仲間がいるはずなのに何も届かない、
何も届けられない。そのため、世界で一番孤独だと言われている。自分の
人生を家族に搾取されてきた女性・貴瑚と、母に虐待され「ムシ」と呼ば
れていた少年。孤独ゆえ愛を欲し、裏切られてきた彼らが出会い、新たな
魂の物語が生まれる―。

あらすじ
Best

1
52ヘルツの
クジラたち

（中央公論新社）
町田 そのこ

お探し物は、本ですか？ 仕事ですか？ 人生ですか？　人生に悩む人々
が、ふとしたきっかけで訪れた町の小さな図書室。悩む人々の背中を、不
愛想だけど聞き上手な司書さんが、思いもよらない本のセレクトと可愛い
付録で、後押しします。
明日への活力が満ちていくハートウォーミング小説。

あらすじ
Best

2
お探し物は
図書室まで

（ポプラ社）
青山 美智子

1988年夏の終わりのある日、高校に迷い込んだ一匹の白い子犬。「コ
ーシロー」と名付けられ、以来、生徒とともに学校生活を送ってゆく。初年
度に卒業していった、ある優しい少女の面影をずっと胸に秘めながら…。
昭和から平成、そして令和へと続く時代を背景に、コーシローが見つめ続
けた18歳の逡巡や決意を、瑞 し々く描く青春小説の傑作。

あらすじ
Best

3
犬がいた季節

（双葉社）
伊吹 有喜

（Amazon商品説明より）

（googleブックスより）

（双葉社HPより）

Best3
2021年

2021
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（Amazon商品説明より）

（googleブックスより）

（双葉社HPより）
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2021年

2021
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c o n t e n t s

トスバックシステムズの各種パッケージソフトウェアは
お客様の日々の業務をサポートいたします！

「出釈迦寺の捨身嶽禅定」（香川県）
香川県善通寺市にある四国霊場の第73番札所・出釈迦寺。この寺の境内から50分ほど山を登った奥の院には、
幼い空海が修行をしたと伝わる捨身嶽禅定がある。
今回の表紙絵は、かつて作者が何十回も登ったという同地の５月頃の様子を表現している。ゴツゴツとした険しい
岩場の中で、懸命に根を張って生きている木々の緑。あたたかさと力強さが同居する切り絵である。

令和3年5月1日発行　通巻72号　株式会社トスバックシステムズ
●発行人／宮﨑俊和　●編集・印刷／アクセル

もう戦いは始まっている。
どうやら人数制限など観戦のルールを定めた上でオリンピックを開催できる流れだ。まだ混乱は続いているが、4月初旬、ある選考会に
注目が集まった。水泳の日本選手権。100mバタフライで池江璃花子が優勝し、400mメドレーリレーの代表切符を掴んだのだ。白血
病の告白から2年。本人も驚く奇跡の泳ぎだった。決して諦めない彼女の姿に心を揺さぶられた人は多いだろう。そうだ、オリンピックはも
う始まっているのだ。

編 集 後 記

しゃしんがたけぜんじょう

寒川 幹子表紙切り絵


