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大津  秀雄�

ESSAY

高松市歴史民俗協会顧問�

■怪しい？「１億総中流」�
　このところの景況から、すこし怪しくなってき
たが「１億総中流」といわれて久しい。かつて、
三種の神器ともてはやされたカラーテレビ・クー
ラーのない家は非常にと言ってよいほど珍しい。
カーだって一家に２台３台という家もある。ちな
みに、道路を走っている自動車を注意してみてい
ると多くは新型の高性能車が多いことに気づく。�
　道端でエンジンが故障して立ち往生している風
景は見られなくなった。パンク車だって珍しい。�
その証拠に、国民皆免許という時代なのに稀にパ
ンクすることがあっても、どのようにしていいか
処置に困る人が多いという。車は故障しない。パ
ンクはしないというのが、この頃ではそれが当た
り前になっている。�
　これは香川県だからそうかも知れないが、昼飯
はうどんとすし、あるいはラーメン、栄養を気に
する人はコーヒーつきの日替り定食。ささやかな、
食事だという。�
�
■大正8年の県民の生活記録�
　大正８年に師範学校の研究会が調査した、県民
の生活記録がある。�
　木田郡Ｉ村の農家の１ヶ月の献立表によると魚
は月に一度か二度、それも鰯か鯖、冬から春のこ
ろにはイカナゴが多い。肉は全然出てこない。鶏
は飼っていたので卵とカシワは農家では最大のご
馳走だ。�
　鶏の飼料は｢はこべ｣という草が主食だが、放し

飼いだから地中のミミズは最大のご馳走というこ
とだったのだろう。�
　ほとんどの場合、おかずは大根のたくあん(こ
れはコンコという)か、蕪か菜っ葉の漬け物（ク
モジ）という。大根や芋のたっぷりはいった味噌
汁が多いのは、主食の米麦が少なくて済むからだ
ろう。稀に豆腐か油揚げが入ることがある。�
　夏がくると茄子や胡瓜のシーズンだ。そうなる
と茄子の味噌汁、胡瓜といりこか油揚げの入った
酢のものが毎日のようにつづく。うどん・すしは
祭とか紋日といわれるハレの日の特別なご馳走だ。�
　こんな食生活、食事情はずうっと昔から戦後暫
くまでの長い間つづいた。�
�
■大きく変わった風景�
　とりわけ、大きな変化のあったのは山村や町中
の風景だろう。�
　山に植えてある樹木の下に生える灌木や草木は、
常時刈取り主要な燃料となる。雑草は家畜の飼料
あるいは堆肥の原料として活用、その結果よく手
入れされた山野には自然は大きな恵みを与えてく
れる。今では貴重品ともなった松茸やシメジ・ハ
ッタケなどが豊富にとれた。天然ものの茸は、人
工的に栽培されたものとはひと味もふた味もちが
って美味だ。�
　山は緑一色。春は新緑が萌え秋は木々が紅に映
える変化に富んだ景観は、そこに住む人間の生活
は貧しいものの、心豊かなうるおいのある暮らし
ぶりであったといえよう。�
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ESSAY

　姫路城は、天守閣、城門などが
完備した形で残され、優美流麗な
建築物の印象から「白鷺城」の異
名をもっている。城の東北部にあ
る姫山公園は、梅、桜、ツツジの美
しさで知られる。1993年12月には
世界文化遺産に登録された。�
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�
■紫雲山・峰山に猪、鹿が�
　今から約250年前の宝暦３年の歴史年表によれば、
高松市南西部に位置する栗林公園の一部となって
いる紫雲山・峰山は標高200メートル足らずの小
高い丘ともいえそうな独立峰だが、この山付近一
帯に猪や鹿・狸・兎などがそれこそ無数に生息し
ていて田畑を荒らして困る。農作物の被害甚大と
藩に訴え猪狩りの許可を受け、４年間に猪1,568頭、
鹿3,558頭を捕獲したとの記事がある。��
　そう大して広くない高松周辺にこれだけの猪や
鹿が、人間と共生していたのだろう。そこらへん
の田園や野原あるいは町中に、これらの動物たち
が闊歩していたと思うと被害のことを別にすれば、
アフリカのサバンナそのままに楽しくなってくる。�
　年表は、その外いろいろなことを教えてくれる。
政治・経済・文化といったものから名もない庶民
の生活ぶりに至るまで、項目を挙げて説明してく
れている。�
　楽しいと思うものより、むしろ心痛むような悲
しい記事が多いのでないかと思う。�
　ほうー、こんなことがあったのかと、新しい発

見もある。その時代時代に、その時代の姿を写し
た風景がある。�
�
■藁葺きから瓦葺きへ�
　享保３年（1781）高松城下に大火があった。焼
失した家屋は2,300戸。これは城下の民家の約70、
80％に達する。港に係留していた船も30隻が燃え
ている。海上にいた舟さえも類焼するという大火
であったのだろう。�
　藩政時代には何回も大火に見舞われている。消
防施設の不備もあったのだろうが、もっとも大き
な原因は武家屋敷と寺社以外は屋根を瓦葺きとす
ることは厳禁ということにあった。藁葺きか茅葺
きというきまりになっている。そのためいったん
火災が発生すると、燃えやすい藁屋根にはすぐに
類焼する。こんなことが大火の原因になったのだ
が、享保の大火があってその教訓から一般民家に
も屋根を瓦葺きにすることが許可になり、以後火
災があっても大火になることが激減することにな
った。それからの、街の風景は一変して現代のそ
れに近いものになってきたといえよう。�
　古い絵図や写真を見ていると、その風景のなか
に、その時代の人間の息吹きや生活ぶりが偲ばれ
て楽しい。�
�

村の風景も変わってきた�
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電子決裁システムのご紹介�

業務改革がなかなかできない…。どのようにIT化したらよ
いかわからない…。システム導入したが効率的な運用が
できない…。公共事業削減、民需低迷のなかで、先行き
不安な状況が続いています。売上減に対応するため業
務改革は必須です。ISO9001導入によって業務革新は
できたが、逆にISOがらみの作業が増えたという声もあり
ます。その解決策として、社内IT化がありますが、投資費
用に比較して効果がいまいちという指摘もあります。�

今回ご紹介する電子決裁システムINFO SPIDER（建設
産業用DNA CONSTRUCT）は、システムエンジニアやプ
ログラマー不要のノンプログラミングによるワークフローや
帳票の設計・運用できるという画期的なシステムです。中
小創造法や新事業創出促進法の認定も受け、大手メー
カー、ベンダーからの評価も高いものです。�
電子決裁システムのほかにも、データベース自動作成、デ
ータ抽出、美麗帳票作成、Webグループウェア機能など
盛りだくさんの内容。それらを簡単ですが、以下にご紹介
いたします。�

・建設産業（DNA CONSTRUCT）�

・その他の全産業（INFO SPIDER）�

�

�

システムの種類：電子決裁システム�

※帳票やワークフローの作成、起案づくり、承認、通知などの

電子承認フローを運用するもの。�

※DB自動作成システム（帳票セルデータ抽出可）、文書管理

システム、美麗電子帳票システム（役所申請書類）、Webグル

ープウェアなどを含む。�

�

�

■CAD、ExcelやWordが操作できる人なら、帳票、ワークフロ

ーをCAD感覚で設計でき、SEやプログラマーによる設計・プロ

グラミングを必要としない。�

■インターネット・イントラネットで運用できる画期的なフローチ

ャート形式ワークフローシステムであり、いつどこからでもアクセ

スできる。�

■帳票からデータベースを自動設計できるようになっており、必

要なデータをCSVやExcel形式で抽出することができる。�

�

電子決裁システム�

中小建設産業用�

対象業種�

システムの概要�

システムの特徴�

■DNA電子決裁システムの運用手順■�

組織・権限の明確化�

組織図作成�

決裁フロー作成（机上）�

決裁フロー及び書類書式の確定�

DNA電子申請書類作成�

DNA決裁フロー作成�

権限の設定�

テンプレートの完成�

（自部署の）決裁フローを選択�

電子申請書にて起案�

決裁フローにて承認�

決裁フロー上に�
電子申請書をリンク�

部署単位の�
運用テンプレート作成�

�

決裁フローの�
見直し�

（申請）書類の�
見直し�

電子文書管理／文書検索／自動DB設計�
／データ抽出／Web運用／申請手続25種�

※1　Form Designerにて作成。�
※2　Workflow Designerにて作成。�
※3　実際は自部署の決裁フローしか表示されない。�

経
営
シ
ス
テ
ム
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化�

経
営
・
管
理
者�
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電子決裁システムのご紹介�

この画面を開いている担当者に現在のタスクを示します。�
・ワークフローによる書類作成要求、承認要求、通知を
　リアルタイムで表示。�
・グループウェアにおける予定、掲示板、電話連絡など
　をリアルタイムで表示。�

・ワークフロー上で受け渡しされる帳票フォーマットを
　作成する。一度作成しておけば運用することができる。
　（電子印鑑の設定可）�
・作成にはプログラミングが必要なく、CAD感覚で行
　うことができる。�
・四則計算や関数入りセルを作ることができる。�

・社内に定型業務のワークフローを作成する。運用する
　際にはこのワークフローを呼び出し、帳票に必要事項
　を記入することで、決められたルールどおりに書類が
　流れるしくみ。設計、プログラム不要。�
・CAD感覚でフローチャートを作成し、帳票のリンク
　や承認設定、セキュリティなどをプログラミングをせ
　ずに行うことができる。�
�

・ワークフロー上を流通する帳票の各項目（セル）は自
　動的にデータベースを作成する。�
・そのデータベースから必要な情報を抽出することがで
　きる。（例：出張申請帳票からは部署、氏名、日付、
　出張目的、移動手段、宿泊先、金額などを抽出しMS-
　EXCEL、CSVデータに抽出できる）  

電子決裁システム INFO SPIDER、�
DNA CONSTRUCT のお問い合わせは…　�
�

データベース自動作成（データ抽出可）�
�

ワークフロー作成�

運用中のワークフロー及び帳票�

トップ画面（アクションリスト）�
�

帳票作成�
�

・あらかじめ作成された帳票に記入して、電子フローに
　て承認を受けます。帳票が連続する場合、同じ項目は
　自動コピーされる。�
・承認文書の起案、決裁を画面の中で行うことができま
　す。処理済み、承認済みはグレーになるので、業務工
　程が一目でわかる。�

株式会社ティー・アイ・シー�
ソリューション営業部�

担当：坂東・西岡�
フリーダイヤル0120－611－231
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USER  INFORMATION�
�

�株式会社 赤岡青果市場��
水田　幸子�
高知県香美郡赤岡町1365番地 
TEL0887－55－2175�
FAX0887－54－2527��
役員８名　監査３名　職員51名�
4,750万円（株主96名）��
103億円（平成12年度）��
・施設園芸野菜青果物全般�
・園芸出荷資材�

●�
●�
●�
�
�
�
●�
●�
●�

社 名 �
代表取締役社長
所 在 地 �
　　　　　　　�
�
�
資 本 金 �
年 間 取 扱 高 �
取 扱 品 目 �

本社外観�

青果物生産量の減少傾向続く�

株式会社 赤岡青果市場  様�

代表取締役社長�

水  田  幸  子 氏�

会社概要�
�

�

�
�
　高知県は戦前からわが国きっての促成野菜の産地とし
て知られています。大正11年には、生産者組織の高知県
園芸組合連合会が発足。昭和13年になると、キュウリの栽
培面積が1300haになり、全国トップに達していました。�
　戦後の昭和27年には、全国に先駆けてビニールハウス
が導入されました。そして大型加温ハウスが導入され、ナス・
ピーマン・キュウリなどの加温栽培が普及したのが昭和35年。
昭和43年には、これも全国に先駆けて、系統による共計方
式が導入されるなど、たえず全国の園芸産地のリーダー的
役割を果たしてきました。戦前から出荷業者も多数存在し、
系統とともに産地振興の一翼を担ってきました。�
　現在、高知県の野菜生産額は約700億円で推移してい
ます。ただ、この大半を占める施設園芸の作付面積は減少
傾向を示し、ピーク時の平成5年の2,000haから、10年には
1,800ha（うち野菜は1,400ha）に減少しました。これにとも
なって、系統による青果物の斡旋数量も、昭和60年の
160,000tをピークに年々減少。平成10年は134,000t（うち
野菜は113,000t）になりました。こうした減少傾向は今後も
続くと見られています。原因は、ご多分にもれず、担い手の
高齢化や労力の女性化が進んでいるためです。��
�
�
　ここ赤岡青果市場は、戦前の出荷業者組合時代から現
在まで、産地市場として個々の生産者の販売代行を手がけ
てきました。高知県は農業依存度が高いだけに、園芸の不
振は地域経済に大きな影響を及ぼします。当市場としても
安閑としているわけにはまいりません。生産者のお役に立
つためには何をすればいいか、生産者はどういうことを望ん
でいるか、その要望に応えるべく業務に励んでいます。�
　ふだん、もっとも力を入れていることは、生産者の労力不
足をどう支援するかということです。その手始めに、10年くら

い前から「集荷サービス」を手がけてきました。�
　ある時期、入荷量が減ったことがあって、そのときに生産
者の声を聞いてみると、市場に出荷する手間が足りないと
のこと。確かに、出荷のための収穫後の調製作業や出荷
に要する手間はたいへんです。高齢者や女性にとっては悩
みの種です。必然的に経営規模も縮小せざるを得ないし、
ひいては農業離れにもつながるわけです。それなら、これか
ら庭先まで集荷に出かけよう、と始まったのがこのサービス
でした。�
�
�
　当市場の社員は50余人。うち男性は30人、女性は20人
です。男性社員は午前4時30分に出勤後、トラック30台に
分乗して集荷に出かけます。集荷圏は東西50㎞圏内に設
けた約80ヵ所の庭先集荷所です。これを手分けして回って、
午前7時半からのセリに間に合うように帰社するわけです。
遠方に出かけて遅くなる場合は、セリの時間を延長して待っ
ています。�
　これが反響を呼びました。年々、希望者が増え、今では全
入荷量の約8割を占めるまでになっています。全国卸売市
場の扱い高が低迷する中にあって、当市場の年間取扱高
は100億円台で推移していますが、これも生産者の信頼の
賜と深く感謝しています。�
　産地市場としては、あたりまえのことをしているにすぎませ
んが、この集荷サービスが、（財）園芸振興松島財団の目
に留まりました。「地方卸売市場における営農支援活動」
として、同財団の平成11年度「園芸振興奨励賞」を受賞し
たしだいです。�
　ともあれ、こうした集荷サービスがいささかでも生産者の
労力軽減に役立ち、信頼の絆を固めることになっているとす
れば、これ以上の喜びはありません。�

（代表取締役・水田幸子記）�

地域産業とともに歩む赤岡青果市場�

「園芸振興奨励賞」を受賞�

生産者の意見から集荷サービス開始�
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USER  INFORMATION�
�

昭和50年 ４月 20日　現在地、赤岡町３５代に移転。�
　　　　　　　敷地７,６００㎡、駐車場4,５７０㎡、事務所３８０
　　　　　　　㎡、卸売場2,２００㎡、予冷庫５棟４５０㎡。�
　　　　　　　役員１４名、職員２３名。�
　　　　　　　事務処理をコンピューター化する。�
昭和50年   ５月  ６日　新市場業務開始。�
昭和50年 12月21日　山北青果市場、新築移転。�
昭和51年 10月  １日　協同組合赤岡青果市場より、株式会社
　　　　　　　赤岡青果市場に組織変更する。�
昭和53年   ３月 　デリー敷地取得。社員食堂。�
昭和53年 11月　代表取締役水田社長就任。�
　　　　　　　予冷庫、第４・第５冷蔵庫完成。�
昭和54年   ６月　南倉庫（現在野菜売り場）増築。�
昭和55年   ８月　西倉庫、ニラ用プレハブ冷蔵庫設置。�
昭和56年   ３月　本館用地８千８００㎡取得。�
昭和60年 11月　本館北側増築。�
昭和63年   ８月　西館北側別館増設。�

平成  ４年 12月　ニラ・ピーマン自動包装機３台導入。加工場
　　　　　　　新設。�
平成  ５年  ５月  　生姜洗浄施設増設。洗浄機２台導入。�
平成  ９年  １月  　茗荷自動包装機１台導入。�
平成10年   １月　茗荷、ニラ自動包装機１台ずつ増設拡張。�
平成10年 10月　本館北側９５８㎡取得し、資材倉庫新築。�
平成12年   ８月　ニラパーシャル自動包装機導入。�
�

活気あふれる赤岡青果市場内�

赤岡青果市場（本社）�

野市青果市場� 山北青果市場�

サーバー�
クライアント群�

OCR 2000iシリーズ�

EQUIUM3130 漢字シリアルプリンタ�

MAGNIA 5100 MAGNIA 3100

EQUIUM3130 漢字シリアルプリンタ�

株式会社赤岡青果市場様 システム概要�

●野市青果市場　高知県香美郡野市町西野547番地�
　TEL0887－56－0430　FAX0887－56－0535�

●山北青果市場　高知県香美郡香我美町山北�
　TEL0887－55－4991　FAX0887－55－0916�

赤岡青果市場コンピュータ化への道のり�



①地区指定（都道府県、市町村）�
　●広告閲覧者は、自分の生活圏内の広告の指定が出来る�
　●広告閲覧者は、自分の生活圏以外の広告の指定も出来る�
②カテゴリ指定（広告商品の分類）�
　●広告閲覧者は、自分が見たい広告の絞り込み指定　
　　が出来る�
③期間指定（広告対象期間の範囲指定、本日対象広告
　の指定）�
　●過去の広告や先日付の広告も見られる�
④タイムサービス指定（本日のタイムサービス広告の
　時刻指定）�
　●お店に行かなくても、タイムサービスが閲覧できる�
⑤イベント情報指定（企業のイベント検索指定と開催
　期間指定）�
　●各種イベント情報が閲覧できる�

TOMORROW�
VOL.15　7

情報最前線�

ビジネスモデル特許の概要についてＴＯＭＯＲＲＯＷ１４号の中でご紹介をしましたが、今回はビ
ジネスモデルの事例として、㈱トスバックシステムズが出願しましたビジネスモデルをご紹介させ
て頂きます｡�
特許の出願にあたっては、㈱東芝様よりご紹介頂いた波多野特許事務所様（現在は東京国際
特許事務所／東京都西新橋）にご協力頂きました。�
特許については、出願日より１年６ヶ月後に公開されますので、弊社のビジネスモデル特許（平成
１２年１２月出願）も平成１４年６月頃の公開となります。公開された特許は、特許庁のホームペー
ジ（公開特許公報フロントページ検索）で閲覧することができます。�
尚、特許権を取得するためには、これから出願内容の審査請求を行い（請求済み）特許要件を
満たしているかどうかの審査が必要となります。（新規性、進歩性、産業上の利用可能性）�

現行チラシ広告処理と比べた�
本ビジネスモデルの特長�

�

�

�� �

広告デザイン会社�
広告依頼� 印刷依頼�

広告検索結果�
集計データ�
�

ホームページ�
広告作成会社�

印刷データ（ＰＤＦ）�
広告登録情報�
・広告主名�
 （マスタコード）�
・カテゴリ�
・広告期間�

インターネット網�

広告の放送� 必要な広告のみ�
メールで送信�

絞込と比較で詳細情報�
を検索（企業情報等）�

利　用　者�
　（会社）�

利　用　者�
　（商店）�

利　用　者�
　（個人）�

製版工程�

版下データ�
（ＰＤＦ化）�

地元スーパー�
ホームセンター�
電器店�
建設会社�
�地元商店　他�
�

印刷会社�

サーバー会社�
�（インターネット�
　広告配信会社）�

ＤＢ�

チラシ広告登録依頼�
タイムサービス広告の登録�
イベント情報の登録�
�

●ビジネスモデルの事例●�

インターネット配信するチラシ�
広告方法およびシステム�

①安い（広告コストの削減）�
　●印刷会社における刷版／印刷の工程がいらない�
　●新聞チラシ折り込み会社を通さなくてよい�
　●新聞販売店での折り込み作業がいらない�
②早い（広告の配布速度が速く、1日に複数回の配布
　が可能）�
③新しいメディア（チラシ広告に動画や音声広告を追
　加できる）�
④付加情報�
　●広告情報の検索、比較、保存が可能�
　●広告掲載企業の会社情報や商品詳細情報のホー
　　ムページにリンクできるため、広告商品への安心感
　　が得られる�
⑤情報のフィードバック�
　●広告閲覧者数などの集計が行えるため、広告統計
　　データの提供ができる�
⑥閲覧者（消費者）の顧客情報管理で、絞り込んだ広
　告配信が可能�
　●性別、年齢、趣味等�
⑦新聞会社のマーケットに依存しない�
　●もっと広いエリア　●もっと狭いエリア�

チラシ広告検索条件例�

■要約�
広告主からの新聞折込用のチラシを、新聞配達することと

併行してチラシのイメージを電子情報化し、この電子情報

化された広告イメージがサーバー会社を介し、新聞配達の

タイミングに合わせて、インターネット配信するチラシ広告

方法。�

インターネットを利用したチラシ広告の概要図 

広告主�
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ＩＴ活用講座�

eBusiness事業グループ��
�

第2回�

出典：情報処理振興事業協会セキュリティーセンター（IPA/ISEC）�

情報技術の依存度が高まるにつれて、その安全性をいかにして確保するかが重要な

課題になってきました。そこで重要になるのがセキュリティ関連技術の活用です。�

これらをうまく活用することで、情報システムの安全性をかなりのレベルまで高めるこ

とができます。今回はこれらの対応に役立つ｢セキュリティ対策｣について紹介します。�

●深刻化するウイルスの被害�
　的確で確実な対策が必要�

　インターネットメールの爆発的な普及によって、ウイルス感染

の脅威は加速度的に高まっています。それを示すのが、情報処

理振興事業協会セキュリティセンター（IPA/ISEC）がまとめた

ウイルス感染被害届出件数です。�

　ウイルス被害が増加する一方、ウイルス対策ソフトも普及し

ているはずですが、それでも被害が広がっているのは、新種のウ

イルスがどんどん出ているのに対し、最新版のパターンファイル

に更新していないからです。�

　近年、データを壊したり、情報を漏洩するなど悪質なウイルス

が増えており、被害内容が深刻化しています。�

●セキュリティを脅かす原因�

　まず何がセキュリティを脅かすかという視点から考えると、３つ

のポイントがあります。①情報漏洩の防止、②情報改ざんの防

止、③破壊活動の防止です。これら３種類の防止策を万全に

施すことができれば、セキュリティはほぼ確保できたことになりま

す。�

　次にどのような活動がこれらのリスクを引き起こすのかを考

えると、①情報漏洩に関しては、1.ネットワークの盗聴、2.外部

からの進入、3.内部からの漏洩、4.ウイルスによる情報漏洩です。

②情報改ざんに関しては、1.不正アクセスによる改ざん、2.ウイ

ルスによる改ざんです。③破壊活動に関しては、1.DoSのよう

な外部からの攻撃、2.ウイルスによるファイルの破壊、3.テロ行

為のような物理的破壊活動です。�

●セキュリティ対策�

　セキュリティ対策としては、1.外部からの不正アクセス対策、

2.ウイルス対策、3.破壊活動対策、4.ネットワークの盗聴と改ざ

ん対策、5.内部からの情報漏洩対策の５種類に分ける事がで

きます。�

　今日、インターネット･セキュリティを、経営におけるテーマとし

て上位に掲げる経営者が増えています。ひとつひとつの対策

についてもう一度見直して下さい。�

●おすすめ！�

　トスバックシステムズでは、インターネットを活用しようとお考

えの企業様に、導入コストを抑えたeBusinessサービスをご用

意しております。�

●ウイルス感染被害届出件数の推移（2001年12月27日現在）�

�

①ファイアウォール構築サービス�
②ウイルスメール･チェックサービス�
③認証用暗号キー取得代行サービス�

ＩＴ前向き社長が、会社を伸ばしていく。�
とんでもない事になる前に、ご相談ください。�
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スターウォッチング�

★ギリシャ神話｢カシオペア・アンドロメダ母娘｣�
　古代エチオピアの王妃カシオペヤは、娘のアンドロメダの美
しさを自慢しすぎて海の神ポセイドンを怒らせ、大津波が起こり
ます。｢娘を海の怪獣のいけにえに捧げれば、災害はおさまるだ
ろう｣という神の言葉に、やむなく姫を海岸の岩に鎖でつなぎま
す。そこへ、勇士ペルセウスが通りかかりました。海の怪獣がア
ンドロメダ姫をおそおうとしたとき、ペルセウスは携えた怪物メド
ゥサの首を向けます。その眼を見た怪獣は巨大な岩になってし
まいました。二人はめでたく結ばれることになります。�
�
　今回は５月から８月までの主な天体現象を紹介します。�

5月の星空� 6月の星空�

7月の星空� 8月の星空�

★�

★� ★�

★�

１３日　月明りもなく最良の条件で観測が楽しめる�
　　　ペルセウス座流星群出現がピーク�

　毎年、活発な出現を見せてくれることで人気のあるペルセウス
座流星群が、８月１２～１３日ごろ極大になると予想されている。こ
の日は、宵のうち細い月が西空に見えているが、それも東京の場
合で午後９時すぎには沈んでしまうので、月明りは全くなく最良の
条件で楽しめることになる。近年のペルセウス座流星群の出現は
落ち着いたものになっており、１時間およそ５０個くらいは飛ぶの
を目にすることができる。明るいものも含まれるので、町中の空
で見えるものもあり、どこで見上げても楽しめる流星群だ。�

★星座とは何？�
　星座の原形を考えたのは、今からおよそ5000年前の
ユーラシア大陸の南西、メソポタミア地方の羊飼いたち
といわれています。羊の番をしながら、星に名前をつけた
り、明るい星をつないで
動物や物の形に見立
てました。彼らが創った
星座がギリシャに伝わり、
神話や伝説に結びつ
けられ、星座神話が完
成されたとされています。�

初旬　�
　5月の初旬ころの夕空には
明るい惑星たちがすべて集ま
って見えていますので、西の
方向の視界が低空までよく開
けた場所で注目してみてくだ
さい。水星は５月４日に東方
最大離角となって見やすくな
りますので、そのころがチャ
ンスです。�

１１日　太陽の半分弱が欠けて見える部分日食が全国
　　　で好条件で観測できる�

　ひさしぶりの部分日食が6月１１日の朝に全国で見られる。これ
は太平洋上で見られる金環日食に関連するもので、ほぼ全国的に
４０％前後が欠ける中クラスの部分日食となって見える。食分の大
きい那覇では４８．８％、稚内では２９．６％なので、肉眼では太陽がま
ぶしくて欠けたようすがわかりにくいことがあるかもしれないが、
ほんの少し減光した状態になれば最大食分のころ気づく人がある
かもしれない。火曜日なので出勤途中に気がつくサラリーマンな
ども多いだろうが、日食を見る時は日食グラスを使うなどやはりし
っかりした減光方法が必要だ。�

２５日　夜明け前の東天で土星と、かに星雲が大接近�
　　　環の美しい土星の珍しいイベントに注目�

　土星は７月も下旬のころになると夜明け前の東天に姿を見せる
ようになってくる。しばらく滞在したおうし座を移ろうとしている
ところで、ちょうどおうし座のツノの先端にある、かに星雲Ｍ１の近
くにいて、７月２５日のお昼ごろかに星雲の中を横切っていく。あい
にく昼間で見られないが、その前後のころかに星雲とならぶよう
すに注目してみたいところだ。�

★
★
★
★�

木星�

放射点放射点＊�放射点＊�
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TSインフォメーション・最新パソコン用語�

【タテのカギ】�
①首都はブリュッセル。�
②硬貨。�
③親分。�
④□□□なストーカー。�
⑤文明の□□。�
⑦アマながら半分職業化していること。�
⑩狭き□□。�
⑫大工が使う、かね尺。�
⑬□□□こんぱいだ。�
⑭京都の道は□□□、下る。�
⑮□□□の優勝旗を持って帰る。�
⑯リーチ一発□□。�
【ヨコのカギ】�
①東北弁で牛。�
③いいかげんな□□□□勘定。�
⑥年を取ると、ゆるくなる。�
⑧□□一髪。�
⑨材料をよく□□□する。�
⑩樅。�
⑪朝鮮半島の東南端に位置する港市。�
⑭□□□を上げる。�

⑮□□黒をつける。�
⑯指圧の□□。�
⑰□□□□辞令。�
⑱鎮痛・麻酔作用がある。□□□□を打
　つ。�

　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「ハツモウデ」
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�
1

11 12

18

Ａ�

Ｅ�
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9 10

2 4 5

6 7
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14 15

  ２月１日、姫路営業所を開設しました。所属
社員は谷林義博所長、淺井智宏、吉田直樹、原
三千夫、川原正樹の５名です。�
　ユーザーの皆様のご指導、ご鞭撻をよろしく
お願い申し上げます。�

住所：兵庫県姫路市南今宿１番13号�
　　　東芝姫路ビル２Ｆ�
TEL ：0792－91－0827　　�
FAX ：0792－92－4243

●姫路営業所●�

姫路営業所�

谷林所長�

13

ユビキタス　ubiqauitouas�
　「同時にいたるところに存在する」という意味のラテン語。米ゼ
ロックスのバロアルト研究所の「ユビキタス・コンピュータ・プロジェ
クト」、米マサチューセッツ工科大学（MIT）による「ウェアラブルコ
ンピューティング」の研究などによって知られる。 また、米IBMなどは
同様のコンセプトのコンピューティング環境を「バーベイシブ・コンピ
ューティング」と称している。��
　いずれもパソコンそのものを指すというよりも、あらゆる機器にコ
ンピューター、もしくはその操作が可能な装置が組み込まれ、相互
にデータを交換し合い、情報を利用できるネットワーク環境を指して
使われている。パソコンや携帯電話だけでなく、腕時計やメガネ、指
輪などの装飾品、家電製品などあらゆるものがコンピューティングパ
ワーを持つことがユビキタス・コンピューティングの姿とされる。�

　パソコンやインターネットの世界には、依然として
一般には馴染みのない専門用語が多数あります。
普通の社会常識や家電製品の常識では面食らう
言葉も少なくありません。しかもこうした独特の用語
は加速する技術革新や新製品の登場とともに増え
ていく一方です。こうした用語を「なんとなく知って
いる」程度でも使うことはできるでしようが、きちんと
知っているとパソコンやインターネットを使うのが楽
になるのは間違いありません。このコーナーではそう
いった最新用語を紹介します。�
�

最�新�

放射点＊�



本　　　社／高松市朝日町2丁目2番22号　東芝高松ビル3F�
　　　　　　TEL.087-851-5357㈹　FAX.087-851-5441�
東 京 支 店／東京都渋谷区渋谷3丁目6番6号  渋谷パークビル3F�
　　　　　　TEL.03-5466-9290㈹　FAX.03-5466-2524�
印刷事業部／東京都渋谷区渋谷3丁目6番6号  渋谷パークビル3F�
　　　　　　TEL.03-5469-5631㈹　FAX.03-5466-2524�
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�
姫路営業所／姫路市南今宿1番13号  東芝姫路ビル2F�
　　　　　　TEL.0792-91-0827㈹　FAX.0792-92-4243

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�
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�
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�
徳島営業所／徳島市万代町5丁目71番地24　東芝徳島ビル1F�
　　　　　　TEL.088-657-2558㈹　FAX.088-657-2561�
�

●平成14年4月30日発行�

●通巻15号�

●発行人／松村俊幸�

●編集・印刷／有限会社アクセル�

株式会社トスバックシステムズ�

�

TOSHIBA

最小・最軽量の2スロットPocket PC。�
Pocket PC

SD＋CF-Ⅱの2スロット搭載で、最小・最軽量化を実現。�
コンパクトボディの新型ビジネスエンジン、GENIOe誕生。�
GENIO e550（スタンダードモデル）／GENIO e550/MD（1GB MDモデル）�

GENIO e550／GENIO e550/MD

Pocket PCで世界初、SD（SDIO規格）対応とCF-Ⅱの2スロットを内蔵。�

2スロット搭載のPocket PCで、世界最薄・最軽量。�

PC環境との高い親和性、優れたマルチメディア性能。�

世界初、SD（SDIO規格）対応とCF-TYPEⅡの2スロットを搭載。通信カードと大容量�
ストレージの組み合わせなど業態に合わせた自在なカスタマイズが可能です。�

2スロットを搭載しながらも、優れた携帯性を実現したGENIO e。軽量かつコンパクトな�
そのボディは、毎日持ち歩くモバイルツールとして最適なデザインです。�

ビジネスに必須のExcelやWordはもちろんのこと、動画データが再生できる�
Windows Media Player Ver.7.1も標準搭載。Windowsパソコンとのさまざまな�
データシンクロも付属のクレドールを使って簡単に行えます。�

65,536色の高精細反射型TFT液晶ディスプレイ。�
65,536色、320×240ドットのフロントライト付き反射型TFT液晶を採用。屋内外問わず�
見やすく、動画などのマルチメディアも鮮やかに再現します。�

ジェニオ　イー�

FIFAワールドカップ   オフィシャルPDATM

1GBのマイクロドライブ  をセットしたハイエンドモデル。�TM

大容量の1GBマイクロドライブ   をセットした上位モデルも用意。社内の膨大なデータ�
ベースや画像を多数用いた電子カタログなどを持ち歩くことができます。�

TM

Intel StrongARM Processor206MHz搭載。�R

CPUはIntel  StrongARM Processor 206MHzを搭載。ビジネスアプリケーションや�
マルチメディアもストレスなくスピーディな操作が可能です。�

R

※このスペースの企業広告を募集しております。詳しくは株式会社トスバックシステムズまでお問い合わせください。�

　すがすがしい初夏の息吹が感じられるゴールデンウィークはどのようにお過ごしでしょうか？�
　旅行や行楽・ドライブなど外にでる機会がふえ、楽しいことがいっぱいありそうですね。おもいきり外で
体を動かした日には、早く疲れをとるためにもぬるま湯のお風呂にゆっくりつかり、早寝・早起きを心がけて
質のいい睡眠をとりたいものです。ちなみに日本人の平均睡眠時間は７時間２３分だとか。�
　ところで今回のTOMORROWは、いかがでしたでしょうか？どのような事でも結構ですので是非、ご意
見・ご感想をどんどんお寄せください。お待ちしております。�


