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●●● 話題を提供した丸亀藩 
　徳川幕藩時代、讃岐の国は松平氏を領主とする
高松藩と京極氏を領主とする丸亀藩（多度津に支
藩を置いた）に分かれていた。 
　禄高からいえば高松は12万石、丸亀は６万石。
規模からいえば高松藩が２倍ということになる。
だがなぜか、当時の大衆の話題や芸能界を賑わし
たのは丸亀藩が圧倒的に多い。 
　寛永の三馬術といわれた馬の名人曲垣平九郎は、
講談の世界では絶対的な定番である。 
　このところ放送されていないようだが、ひとこ
ろテレビの人気番組であった桃から生まれた桃太
郎侍は『天に代わりて悪を懲らしめる高橋英樹』
の当たり役である。 
　このドラマの作者山手樹一郎は、かつての日の
少年雑誌『譚海』の編集長だが丸亀とは無縁の人、
でも桃太郎は丸亀藩士という設定になっている。 
 
●●● 幸せな家族を襲った不幸 
　この時代の女ながら、現代女性も及ばないほど
のバイタリティと熱情で、当時は赤穂浪士の忠臣
蔵で有名な仇敵討ち事件で湧いていた風潮のせい
もあり、それにも増して女ながら天晴れ、雌伏30
年ののち見事父の仇を討った里也は、多くの人か
ら称賛を浴びることとなる。 
　讃州丸亀女仇敵討記として、当時の芝居のベス
トセラーとなったという。 
　事件の発端は、延宝四年（1676）というから赤
穂浪士の討ち入りの25年くらい前のことである。 
　この事件の被害者となる尼崎幸右衛門は、丸亀

京極藩第二代高豊の家臣で弓組の足軽。 
　藩はこの時代、減封や相次ぐ転封で家臣たちの
生活も苦しかったらしい。でも、幸右衛門一家は
藩内でも指折りといわれた美人妻と２歳になる娘
の人目も羨むほどの幸せな生活を営んでいた。そ
の妻に横恋慕した同輩の岩淵伝内が、夫の不在中
を見計らって妻に言い寄り暴行を働こうとしてい
たところへ折よく幸右衛門が帰宅、その光景を目
撃して激怒。『問答無用』と斬りかかるが逆に返
り討ちの破目に。このとき妻は娘を抱いて戸外に
逃れていたが夫が斬られたのを目撃、女ながらも
気丈な妻は手元にあった脇差を伝内目がけて投げ
つけたところ肩あたりに命中したもののそのまま
逃げ去っていった。 
 
●●● 母の無念を晴らしたい 
　夫の葬儀を済ました妻は娘を連れて妹夫婦方に
身を寄せるも、その翌年気苦労も重なったか亡く
なってしまった。 
　孤児となった３歳の里也は叔父夫婦に育てられ
成長した13歳のとき、父親は不埒者によって殺さ
れたということを聞かされ初めて己が運命を知る。 
　そうこうして18歳に達したとき、憤懣やるかた
なく父母の無念を晴らそうと決意、敵を討つには
剣術の修行をしなければと、非常な決意を立てそ
のことを叔父夫婦に告げ江戸へと出る。 
　つてを求めて旗本永井源助方に住み込み、家事
手伝いの傍ら剣術修行に励む。強い志を立てて、
一心不乱に励むことによってメキメキ腕前は上達。
一年半の後、事情を主人に話し暇をもらって次々
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と奉公先を替え、憎き仇敵討ちの長い苦難の日々
がはじまる。 
　少しでも敵らしき噂や風評を聞けば、あらゆる
手立てをつくしその地におもむき職を得て一生懸
命捜すが、求める相手にはなかなか巡り会えない。
若い女ひとりのそうした筆舌につくせないような
苦難と忍従の日が10年もつづく。その間働いた奉
公先は70に余ったという。 
　そうした苦心の甲斐あって住み込んだ旗本屋敷
で、50過ぎの仲間が酒の場で若いときの自慢話を
声高に話すのをそれとなく聞いていると『昔、女
のことでいさかいが起き、亭主を斬って逃げてき
た、その証拠にこの背中の傷はそのとき妻女に投
げつけられた刀の傷痕』だという。この男こそ父
の敵と判明。 
 
●●● 見事横一文字に 
　敵討ちの定法に従い、江戸の丸亀藩邸に申し出
て仇討ち赦免状を受ける。藩においてもこの孝女

のためにと荏原郡今里に2,500坪の土地を購入し、
この地に竹矢来をめぐらし、いっぽう岩淵伝内は
藩で取り押さえ宝永二年（1705）十一月なかば、
鎖帷子に白縮緬の鉢巻をしめ女ながら腰に脇差右
手には二尺三寸の太刀を構えて伝内に相対した。
史書にはドラマ仕立てでこう記している。 
　『女の分際でなにを小癪な』と頭から舐めてか
かった伝内が、三尺もある太刀を大上段に振りか
ざして、里也めがけて降り下ろしてきたのを苦節
十年の修行の手練でヒラリと身をかわし、空を切
った伝内の胸元めがけて横一文字に太刀を払うと
伝内はバッタリと倒れ、見事に仇を討った。 
　公開の仇討ちの場のこととて大勢の見物衆はヤ
ンヤの喝采。見事おんなながら、ただ一人の力で
大の男を討ち取った快事は江戸はもちろん全国に
も伝わり、丸亀にも速報され武士も町民も快哉を
叫んだという。 
 
●●● 芝居で多くの人の涙をさそう 
　この里也、後年藩主の姉の侍女として仕え、か
つて仕えた主家の苗字を受け永井の局として、79
年の生を平穏に過ごしたという。 
　この里也の生きた証しは、生家の風袋町から丸
亀市立資料館前に移された『烈女尼崎里也宅跡』
の石碑に、丸亀城周辺を散策する人たちの目に留
めている。 
　純で一途な女心は、忠臣蔵事件の２年後のこと
でもあり芝居にもなって各地で上演され、多くの
人の涙をさそったという。 
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1997年12月18日、東京湾をわた
る新しい道路が誕生した。首都圏
の交通、産業、暮らしを変えた「東
京湾アクアライン」は、風と一緒に
東京湾をドライブできる、はじめて
の「海の道」である。 
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トスバックシステムズ創立20周年 

創立20周年 

●三友ビル（鍛冶屋町）内でスタート〈第1期〉 

●現本社ビルへ移転（朝日町）〈第6期〉 

●「じょうでき」パンフレット〈第10期〉 

●創立10周年記念式典〈第10期〉 

神戸ポートピア’81 
ロッキード裁判で榎本三恵子のハチの一刺し 
 
カード式公衆電話登場（12月） 
 
 
 
任天堂がファミコン発売（７月） 
米アップルが「マッキントッシュ」発表（１月） 
 
日本衛星放送（WOWOW）設立（12月） 
新札（１万、５千、千円）の発行（11月） 
ロサンゼルス五輪 
 
 
 
プラザ合意　大鳴門橋開通 
マイクロソフトが「Windows1.0」開発（10月） 
 
男女雇用機会均等法 
チェルノブイリ原発事故発生（４月） 
東芝ラップトップパソコン「J3100」発売
（12月） 
 
 
 
 
日米半導体摩擦 
NTT上場、国鉄解体、JR11社で再出発 
石原裕次郎さん死去 
 
 
 
瀬戸大橋開通（４月） 
昭和天皇崩御（１月） 
リクルート事件 
ソウル五輪 
 
 
消費税スタート（４月） 
 
 
 
合併で太陽神戸三井銀行（現さくら銀）
が誕生（４月） 
東京新都庁舎が完成（３月） 
マイクロソフトが「Windows3.0」出荷（５月） 
 
バブル崩壊、景気減速 
ソ連邦崩壊 
雲仙・普賢岳で火砕流 
 
バルセロナ五輪 
 
 
 
 
 

〈第1期〉Ｓ56．4～Ｓ57．3 
 
 
〈第2期〉Ｓ57．4～Ｓ58．3 
 
 
 
〈第3期〉Ｓ58．4～Ｓ59．3 
 
 
〈第4期〉Ｓ59．4～Ｓ60．3 
 
 
 
 
 
〈第5期〉Ｓ60．4～Ｓ61．3 
 
 
〈第6期〉Ｓ61．4～Ｓ62．3 
 
 
 
 
 
 
 
〈第7期〉Ｓ62．4～Ｓ63．3 
 
 
 
 
 
〈第8期〉Ｓ63．4～Ｈ1．3 
 
 
 
 
 
〈第9期〉Ｈ1．4～Ｈ2．2 
 
 
 
〈第10期〉Ｈ2．4～Ｈ3．3 
 
 
 
 
〈第11期〉Ｈ3．4～Ｈ4．3 
 
 
 
〈第12期〉Ｈ4．4～Ｈ5．3 
 
 
 
 

昭和56年（1981年）　㈱トスバックシステムズ設立（鍛冶屋町）　 

沿　　　革 社　会　情　勢 

T－25　主力機種 
 
 
情報店開拓 
パッケージ”FAIS”開発 
 
 
パッケージ販売に注力 
 
 
U－５発表　主力機種となる 
CAMPUS販売 
情報店拡大 
特機課設置 
 
 
Ｚ系へ注力　Q500，600 
 
 
S61.1　本社移転（朝日町） 
S61.9　高知営業所開設 
ホテルシステム注力 
大型物件増加　ファイブフォックス 
　　　　　　　明屋書店 
アイシートーク開発（特機課） 
 
 
ラフォーレ防災監視システム 
技術部　システム課・技術課に分離 
 
 
 
 
S63.9　東京営業所開設 
ホテルシステム拡大 
 
 
 
 
業種展開　建設・青果・赤帽 
Q50EX　主力機種 
 
 
販売管理パッケージ「じょうでき」販売
開始 
 
 
 
ファイブフォックス全国オンライン開始 
Q10Wじょうでき拡大 
 
 
H4.10　松山営業所開設 
Q10Wじょうでき拡大100台突破 
特機　板取システム他開発 
TP90シリーズ　発表 
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トスバックシステムズ創立20周年 

●じょうでき120台突破〈第13期〉 

●ビジネスPCフェア〈第14期〉 

●「ひだりうちわ2000」 
　パンフレット〈第20期〉 

●じょうできタッチパネル 
　パンフレット〈第20期〉 

日米半導体シェアが再逆転 
皇太子・雅子さまご結婚 
細川連立内閣誕生 
 
猛暑による水不足 
阪神淡路大震災（１月） 
 
 
 
 
 
 
地下鉄サリン事件 
野茂大リーグ入り 
 
 
 
 
 
 
 
O-157　猛威 
ペルー日本大使館人質事件 
アトランタ五輪 
 
 
 
北海道拓殖銀行、山一證券、三洋証券
の大型倒産 
 
 
 
 
長銀、日債銀、日本リース　経営破綻 
 
 
 
 
2000年問題 
台湾大地震 
ソニーがペットロボット「AIBO」発売 
東芝FDD訴訟で多額の和解金 
 
 
介護保険制度スタート 
乳製品等（雪印牛乳）食中毒事件 
シドニー五輪 
有珠山・三宅島噴火 
 

〈第13期〉Ｈ5．4～Ｈ6．3 
 
 
 
〈第14期〉Ｈ6．4～Ｈ7．3 
 
 
 
 
 
 
 
〈第15期〉Ｈ7．4～Ｈ8．3 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈第16期〉Ｈ8．4～Ｈ9．3 
 
 
 
 
 
〈第17期〉Ｈ9．4～Ｈ10．3 
 
 
 
 
 
〈第18期〉Ｈ10．4～Ｈ11．3 
 
 
 
 
〈第19期〉Ｈ11．4～Ｈ12．3 
 
 
 
 
 
〈第20期〉Ｈ12．4～Ｈ13．3 
 
 
 
 
 
 

現在平成13年（2001年）　　そして未来へ 

沿　　　革 社　会　情　勢 

H5.4　高松営業所開設 
 
 
 
H6.10　ソフトウェア開発ツール 
「TSL」発表 
じょうできPCバージョン発表 
オープン化推進PJ発足 
ファイブフォックスTP820設置 
 
 
 
H7.10　事業企画推進部発足 
システム保守サービス開始 
情報店会発足 
PC-LAN体制拡大 
パッケージ販売 
（じょうでき，通販，ストア，運輸） 
 
 
 
H8.4　東京営業所　支店に昇格 
ファイブフォックス端末900店舗 
UNIXIによる通信システム稼働 
 
 
 
H9.4　印刷システム事業部発足 
広島営業所開設 
ユーザー会報“TOMORROW”vol.1発刊 
 
 
 
H10.10　徳島営業所開設 
松山事務所移転（H10.9月） 
 
 
 
H11.12　高知事務所移転 
2000年対応 
社内オラクル体制　確立 
 
 
 
“ひだりうちわ2000”販売開始 
E-ビジネス事業G発足 
ファイブフォックスUNIX機導入 
“じょうでき”タッチパネル販売開始 
 

お客様と共にトスバックシステムズはこれからも歩み続けます 



MAC
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 株式会社　弘　文　社 
大畑　勝高 
千葉県市川市市川南２－７－２ 
ＴＥＬ. 047（324）5977 
ＦＡＸ. 047（323）1106 
info＠kobunsya.co.jp 
印刷業（オフセット印刷、一般印刷、企画
デザイン） 
3000万円 
50名 

● 
● 
● 
 
 
● 
● 
 
● 
● 
 

社 名 
代表取締役 
所 在 地 
 
 
Ｅ メ ー ル 
業 種 
 
資 本 金 
従 業 員 

 

株式会社弘文社 　本社社屋 

新世紀  常に新しい発想のもと 
全社員でチャレンジ 

株式会社  弘 文 社 様 

★サバイバル時代を生き残る 
  
　㈱弘文社は昭和22年４月創業。昭和39年４月に株式
会社に組織変更し、新世紀の今年で創業以来55年を
迎えた。 
　県内を中心に関東エリアでの活動を展開している。
官庁関係などの長年にわたる営業活動により県内でも
同社の信頼は大きい。 
　昨今、印刷業に限らず全産業が生き残りをかけ大変
に厳しい状況におかれている。従来までは同業種間で
の競争が、今は他業界からの参入もあり、このサバイバ
ル時代に同社ではクライアントの要求・要望をみたし、な
おかつ時代のニーズに合った提案型の営業ができる環
境づくりに取り組んでいる。 
  
★工程管理と原価意識の見直しを 
  
　自社内に企画から製本までの全工程を持つ弘文社も
複数の物件が一時期に重なったときは、自社のみでは
処理しきれずに外注に頼らざるを得なかった。 
　しかし一時期が過ぎると手スキ状態になることも多々
あり、そこには印刷物というオリジナル商品製造という難
しさがあった。従来までは人力による進行管理であった
ため、すべての物件を把握するにも限界があった。 
　全部門がアキのないスムーズな作業を行うことができ
れば、より内製化を高めることが可能となるため、昨年か
ら今までの手書きによる日報を廃止し、受注物件ごとに
バーコードをつけ各部門に設置したリーダーにより物件

ごとの進捗状況をリアルタイムに徹底管理することが可
能になったため、日程計画も立てやすくなりアキのない
進行管理が実現した。 
　さらにバーコードシステム導入に伴い部門ごとの製造
原価を算出。各物件ごとの損益、現場の生産実績が明
確化されたことにより、見積もりの再確認や原価意識の
向上にもより効果的な成果をおさめつつある。 
　短納期・低価格が当たり前の現在にあってその流れ
に単純に流されていては会社は生き長らえることはでき
ない。「流れが変わればその流れについていける対応
策を早急に打たなければいけない」 
  
★イチローじゃないけど変わらなきゃ 
  
　㈱弘文社では、従来までの固定観念にとらわれず常
に新しい試みに全社員で取り組んでいる。 
 「今まではこうしていた。このやり方しかない。これはムリ
だ。」と、どこの会社でもありそうなセリフであるが、それを
一歩踏み越えて、今まで不可能としてあきらめていた部
分も新しい発想のもと100％じゃなく１％でもいいから前
に進んでいこうという体制づくりを進めている。 
　従来までの印刷物だけ納品していた時代はすでに終
わり、印刷物プラス付加価値のついたものが要求されて
いる。 

代表取締役 

大畑勝高氏 

会社概要 
 



MACMACMAC

焼付焼付 焼付 

スキャナースキャナー スキャナー 

製本製本 製本 

セッタセッタ セッタ 

㈱ 弘 文 社 様 

設 備 or フ ロ ー 

印刷印刷 印刷 

受注・仕入・原価・工程受注・仕入・原価・工程 受注・仕入・原価・工程 
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　現在のコンピュータ主流の時代にあっては、顧客から
いただくデータにしても多種多様をきわめている。 
「このメディアは開けません。このソフトは当社では扱えま
せん」などと言えば、そこで終わりです。 
　また納品時には「CD-ROMで電子出版もしたい。印
刷物と同じ体裁でWeb配信したい。PDFデータを一緒
に納めて」等々。 
　この先も毎日のようにクライアントの要求は増えていく
と同時にその一歩も二歩も先を読んで全社員が一丸と
なって進んでいかなくてはならない。 
　柔軟な発想をもって変わらなきゃ。 
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経営者業務改革セミナー 

製造業様向け 

益々厳しさを増す市場環境の中、企業が生き残るには、競争力を向上さ
せるための企業体質の改善が求められています。ますます複雑化、専門
化するそれぞれの業種・業務を効率化するために、最適な情報システムの
構築が不可欠です。そこで、㈱トスバックシステムズはさる３月15日、愛媛
県県民文化会館で、業務改革に成功した事例の紹介を行い、経営者様
の悩み、問題点を明かにし問題の解決を目的としたセミナーを実施しました。 

S.R.S.研究会 経営コンサルタント 
＊ISO9001品質システム審査員 

●講師からの一言 
　これからの企業に求められるのは創造性です。イノベーションの担い
手となることです。勝ち組みになるためには５S、従業員教育、イノベーシ
ョンが必要です。 
　しかし、取り組むには多大な費用と膨大な時間が必要になります。そ
こで我々は中小企業施策（中小企業基本法）の活用、今まで培ってき
たノウハウの提供により、限られた経営資源を活用・昇華させ21世紀の
勝ち組みへ名乗りをあげて頂くことを目標にお手伝いすることが使命と
考えております。 

■経営者業務改革セミナーの内容■ 
●確認問題 
●生産管理の定石、考え方の説明（ビデオ） 
●問題解決の手法 

【講　師】 
荒　堀　雅　佳 

 

●改革成果の一例（電子部品組立業）● 
 

項　　　目 

人 員 

１日当り生産高（枚） 

１人当り生産高（枚） 

生 産 性 指 数 

リ ー ド タ イ ム 

不 良 率 

仕 掛 り 在 庫 

改　革　前 

100％ 

600 

46 

100 

６日 

18％ 

4000枚 

改　革　後 

53％ 

700 

100 

217 

８分 

0.2％ 

12枚 

必要な事は『１個を如何に安く
作る』かがポイントです。 
さて、貴方の工場内は時代の要
求と掛け離れたミスマッチを起
こしていませんか、再度レイア
ウトをチェックしましょう。 

トスバックシステムズでは右頁
上表の、中小企業対策に新たに、
取り組んでいきます。 
また、左表のような、生産の向
上を目指すノウハウ作りに取り
組んでいきます。 
香川県、高知県、徳島県でも近
日中にセミナー開催をします 
取り組みを始めたばかりですが、
ご質問をしたいお客様は下記担
当者まで!! 
担当：米井　087-851-5357（代）

トスバックシステムズからのお知らせ 
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経営者業務改革セミナー 

　今回、研究開発等事業計画の作成にあたっては、新卒の研究開
発部員２名が、試行錯誤を繰り返し、また、関係者の方々のご指導・
ご協力をいただきながら、完成させたものです。認定をいただくまでの
努力は、たいへんなものでした。 
　さて、この厳しい社会情勢の中、農業を取り巻く環境も一層の変
革が求められております。この時期に苗業界をリードし、イニシアティ
ブをとっていくためには、これまで培われた技術・ノウハウをもとに、今
後の進むべき道の環境を予測し、新たな商品開発と、経営戦略を持
った事業活動を展開する必要があると思われます。 
　そうした中、今回の認定は一段のステップアップのきっかけとして、
千載一遇のチャンスだと受けとめております。 
　今後、企業的な農業経営の実現、ひいては新しい農業の未来を
切り開くためにも、今回の事業計画をより完成されたものにし、実行し
ていきたいと思っております。　　　　　　　　　 

■補助金取得方法の紹介■ 
 【内容】●中小企業対策 

　　　　●中小企業基本法改正 
　　　　●経営革新取得事例紹介 

 
【講　師】 
S.R.S.研究会 
　　　山　本　久　美 
＊日本販売士協会登録講師 

44.6 
39.2 
33.0 
31.7 
27.0 
19.8 
19.0 
17.2 
16.0 
9.7 
3.8

中小企業創造活動促進法の認定を受けて 
 山口社長（左） 

と山口専務 

山口園芸の中小企業創造活動促進法の認定を報じる 
愛媛新聞（H12.12.27） 

出所：産業研究所・中小企業総合研究機構（複数選択／単位％） 

日本経済の活力の源泉である中小企業を支えるために 
■中小企業対策とは 
 中小企業経営者（中小企業家同友会会員）指摘による中小企業施策の問題点 
 
・利用するのに手続きが面倒 
・どんな施策が行われているかわからない 
・要件がきびしすぎ利用困難 
・１社当たりが利用できる融資枠や予算枠が小さい 
・どこに相談にいって良いかわからない 
・効果的な施策がない 
・身近な役所である市町村が権限をもっていない 
・縦割り行政で他省庁との連携がない 
・利用しようと思ったことがないのでわからない 
・役所に頭を下げなければならない 
・特に問題はないと思う 

中小企業の方々に対する税制については、法人税
や事業税などの軽減税率の適用に加え、各種の特
別措置を講じています。 
自社における税制活用はないかもう一度見直して
見て下さい。 

（注）中小企業金融公庫法等においては、政令によりゴム製品製造
業は、資本金３億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本
金５千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処
理サービス業は、資本金３億円以下または従業員300人以下を中小
企業としています。 

★その他の業種には、鉱業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・
通信業、金融・保険業、不動産業が含まれます。 

★★サービス業には、クリーニング業、物品賃貸業など、日本標準産業
分類の大分類L-サービス業に分類される業種が該当します。 

●定義の改定 
資本金、従業員数のいずれかに該当すれば、中小企業施策の対象となります。 

 

資本金 

旧・中小企業基本法 

 
製造業・ 

その他の職種 

卸売業 

小売業・サービス業 

従業員数 

 300人 

 

100人 

50人 

１億円 

 

３千万円 

１千万円 

 

 

資本金 

新・中小企業基本法 

 
製造業・その 

他の職種★ 

卸売業 

小売業 

サービス業★★ 

従業員数 

 300人 

 

100人 

50人 

100人 

３億円 

 

１億円 

５千万円 

５千万円 

 

有限会社 山口園芸 様 認定事例 

代表取締役社長  山 口 一 彦 
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情報最前線 

今年の５月から高速通信が可能な次世代携帯電話サービスが始まります。この次世代携

帯電話がこれから仕事の進め方に大きな影響を与える事になるのです。携帯電話を社内

システムの主役に位置付けてシステムの改善を急ぐ必要があります。 

　200X年XX月XX日のある朝、

家電メーカーの営業担当である

Ａ氏はいつものように携帯電話

の音で目を覚ましました。その携

帯電話は最近会社から支給され

た最新機種。社内のスケジュー

ル管理システム登録されたA氏

の予定を参照して自動的に目覚まし音を鳴らしてくれる優れも

のだ。A氏は朝食を食べながら携帯電話を手にして、昨晩遅く

届いた電子メールをチェックし始めた。差出人は上司の営業課長。

メールを開くと携帯電話の液晶画面に課長の顔が映し出され

て話し始めた。「来月発表する新製品の説明用ビデオと説明

書をメールに添付しておいた。早々目を通して量販店への営

業活動を始めてくれ」。A氏はプリンタにその説明書を印刷し、

かばんに入れた。そして電車に揺られながら説明書と商品説明

のビデオに目を通した。 

　A氏が電車で向かったのは得意先の大手家電量販店。A氏

は得意先に着き次第「新製品を紹介させてください」と切り出

した。「この液晶ディスプレイをお借りします」。そう言ってA氏

が携帯電話を操作すると、応接室に設置されているディスプレ

イの画面に今朝届いた説明用ビデオが映し出された。ディスプ

レイと携帯電話は無線でつながっており、携帯電話から送信さ

れた映像を表示しているのだ。 

　ビデオが終わると、担当部長からの質問責めが始まった。し

かしA氏は「その件は、この商品を開発した技術者がお答えし

ます」。と言ってA氏は携帯電話を使って社内システムにアク

セスし、そのうち１人の技術者を呼び出した。ディスプレイに技

術者の顔が映し出されたのを確認し、A氏は携帯電話を担当

部長の方に向けた。携帯電話にはビデオカメラがついており、

向こうの技術者には担当部長の顔が見えている。そして即席

のテレビ会議を始めた。技術者は手振りを変えたり設計図を映

して説明したため、さすがの担当部長も満足したようだ。 

　商談を終えたA氏は、近くの公園のベンチで携帯電話に向

かって話し始めた。といっても電話をしているわけではない。実

は会社のシステムに接続して営業報告を入力しているのだ。A

氏が話した言葉は音声認識によって文字情報に変換され、次々

と携帯電話の画面に表示されていく。携帯電話のキーを操作

して入力するのとはスピードが段違いだ。この仕組みが使える

ようになってから各営業は商談が終わるたびに営業報告を入

力するようになった。入力した営業報告は、瞬時に上司や他の

営業担当者と共有される。数分で営業報告の入力を終えたA

氏は携帯電話を手に次の訪問先へと向かった。 

 

■通信速度が40倍になる■ 
　次世代携帯電話とは、国際標準の通信規格「IMT-2000」

に則った新しい携帯電話サービスのことだ。その特徴は、「

FOMA」と言う高速データ通信サービスに尽きる。NTTは今年

の５月から現行の9.6kbpsから40倍の384kbpsのサービスを開

始する。高繊細な画像はもちろん、動画像でも違和感なく送受

信できる。しかもこれはサービス開始当初の速度で、通信イン

フラそのものは2Mbpsまで高速化できる能力を備えている。こ

れは現行の200倍以上に相当し、一般的な社内LANの通信

速度に迫る。 

　次世代携帯電話の音声認識機能付き電子メールやテレビ

電話機能が、いったんオフィスに戻ることなく素早い意志決定

を可能にし、作業を迅速にして行くのです。 
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IT飛脚便 

【タテのカギ】 
①現在の日本は□□□回復が望まれる。 
②□□眈々。 
③私は総理の□□□ではありません。 
④病気は□□□発見、□□□治療が大切。 
⑥判子がないので□□□を押す。 
⑧マリナーズに移籍した日本人野手。 
⑩□□□□政治はゴメンだ。 
⑫引田□□□□。 
⑬□□□無援の戦いを強いられる。 
⑭酒の飲みすぎで□□□が回らない。 
⑯熨斗。 
【ヨコのカギ】 
①人間、□□□□第一。 
④あの人とは□□があわない。 
⑤期待が大きかったので□□□□もまた
　大きい。 
⑦和歌山県の昔の地名。 
⑨ハワイの有名な浜辺。 
⑪□□を利用して賄賂を要求する。 
⑬刑事□□□□も長いシリーズだ。 
⑭映画の□□が近くであるので見に行く。 

⑮OA機器を□□□で導入する。 
⑯老舗の□□□を守る。 
⑰□□□□なイジメに悩む。 

　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「じょうでき」
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 
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　米シリコンフィルムテクノロジー社は、従来のフィルム（銀塩）

使用の一眼レフカメラに装着し、デジタルカメラとして使用する

キット「EFS-1」を発売する。キットはカメラのフィルム装着室に

セットする「（e）film」、撮影後にパソコンのPCカードスロットに

接続するためのアダプター「（e）port」、連続撮影時、いっぱい

になった（e）filmの撮影データをいったんフラッシュカードに記

録する「（e）box」からなる。1回24枚撮りで、対応カメラはキャ

ノンの「EOS IN」「EOS A2/5」、ニコンの「F5」「F3」「N90／

F90」。ISO100相当の明るさで画像解像度は1280×1024ピ

クセルとまずまずだ。予定価格は699ＵＳドル。 

　銀塩フィルム使用の一眼レフカメラの特徴は、レンズの絞り

によってフォーカスゾーンを調節し、背景をぼかしたりする表現

力の豊かさにある。写真表現にこだわるカメラファンにとって、

こうした表現手法は解像度と並ぶ性能だ。レンズ性能を確か

めながら撮影の腕を上げようとするアマチュアカメラマンには魅

力的な性能と値段かもしれない。 

　発売時期は近日中、米シリコンフィルムテクノロジー社ホー

ムページ（http：//www.siliconfilm.com/）で発表される。 

2002年には電源コードが高速ネット接続を兼用する！？ 
 

銀塩カメラをデジカメに変身させるキット登場 
 

　パソコンをインターネットに接続するためには、まず、パソコン

とコンセントを接続し、さらに電話線あるいはCATVケーブルな

どを別途用意しなければならない。これ、初心者がインターネッ

ト接続を体験し、「そうか、電源とインターネットの情報がやって

くるルートは違うんだ」とわかる常識である。 

　ところが2002年頃には、この常識も破れることになりそうだ。

九州電力が開発中の技術を利用すると、なんと電話線や

CATVケーブルを使わず、パソコンから延びる電源コードがコン

セントを経由し、屋内の電気配線を伝わって、屋外の電柱まで

やってきている光ファイバーケーブルに接続が可能になるとい

うのだ。 

　電流が流れる電灯線にパソコンのデータを重ねて伝える「電

力線搬送」と呼ばれるこの技術は、十数年前から知られていた。

実用化を阻んでいたのは、電灯線につながっている冷蔵庫や

エアコンなどの家電から伝わる電気的ノイズを、どうやってシャッ

トアウトするかだった。このほど電力会社がこの問題に解決の

メドをつけ、実用化に持ち込んだ背景には執念が感じられる。

すでに電力会社は電線に光ファイバーを張り巡らせているものの、

電話会社のように電柱と屋内とを結ぶ事前のルートを持ってい

ない。しかし、電灯線にパソコン

データを流すことができれば、

NTTなどに対して優位に立てる。

じつは、これで一気に情報通信業

界の覇者に躍り出るか！というほ

どの、大どんでん返しの技術なの

である。ユーザーにとっても簡単

で扱いやすいこの技術。1日も早い登場を願いたい。 

電源コード一本で、電力もインターネットの情報も供給される。家庭内LAN 
も簡単に組める 

電柱 

電線 
パソコン 

光ファイバー 

コ
ン
セ
ン
ト 
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株式会社トスバックシステムズ 

いつも“ＴＯＭＯＲＲＯＷ”をご覧いただき誠に有り難うございます。“ＴＯＭＯＲＲＯＷ”もこの５月で無事

4周年を迎えることができました。これからも、ユーザー会報“ＴＯＭＯＲＲＯＷ”を通してコンピュータ

ーに関する最新情報をお客様にお伝えしながら、お客様と弊社との距離が少しでも縮まるよう努力して

参りたいと思っておりますので、ご意見ご感想があればどんどんお寄せ下さい。お待ちしております。 


