白川オフィス・オートメーション
Ｖｏｌ．14

2001 年 12 月 1 日
Ｉ
Ｔ（情報通信技術）
インターネットでホームページを利用すれば、自宅にいながら
ＩＴ（アイティ）
にして、世界の情報を自分の好きな時に見ることができます。ニ
●Information Technology（イ
ュースや新聞で取り上げられたことをもっと深く掘り下げて調
ンフォメーションテクノロジ
べてみたり、観光情報やお店の紹介など、欲しい情報を集めるこ
ー）の略で、「情報通信技術」
ともできます。趣味はもとより、介護や子育てなど共通の話題を
となります。言い換えれば、
持つ人達が遠くにいながらインターネット上でサークル活動を
情報通信分野に関する技術を
行ったり、生涯学習の情報を入手したり、また、テ法ではなかな
利用する方法の事を言いま
か手に入らない商品が買えたり。すんでいる地域を意識しなくて
す。
もいいという便利な面もあります。
●インターネットを使って情報
また、電子メール（E-メール）は、文字だけでなく写真や映像、
を集めたり、電子メール（E音楽なども遅れる、いわばインターネット版の電話や手紙、FAX
メール）で遠くの人と連絡を
のようなものです。時間や距離を気にせずに、好きな時にメール
取ったりすることはその一
を読んだり送ったりできるので、忙しい人や遠く
例。
の人との連絡にも便利です。

■パソコン
パーソナルコンピュータの略で、個人用の
コンピュータ・システム全般のことを言い
ます。
■インターネット
自分のパソコンと世界中のパソコンがネ
ットワークで繋がり、様々な情報が入手で
きます。
■電子メール
E-メール（イーメール）とも言い、
ネットワークを利用して
自分のパソコンと相手の
パソコンとで文書などの
メッセージを瞬時にやり
取りできる、新しい「手紙」
の方法です
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飛行機の出発時刻とは、いつの時点の時間でし
ょう。飛行機が離陸する時刻でしょうか、それと
もトーイングカー（牽引車）から飛行機が離れた
時刻でしょうか？それともボーディング・ブリッ
ジ（搭乗通路）から飛行機が離れた時刻でしょう
か？
正解はこれらいずれでもなく、飛行機が動き始
めた時刻のことを指します。ほとんどの場合、飛
行機には旅客ターミナルに向かって正対して駐
機場に止まっており、出発させるためにはトーイ
ングカーによって飛行機を誘導路までバックさ
せる作業（プッシュバック）があります。この時、
初めて機体が動くことになるので、その時刻を出

発時刻としています。この時間から飛行機の旅が
始まるのです。
地上の整備員はコックピットの操縦士にパー
キングブレーキをオフにするよう伝え、ブレーキ
が外れたことを確認するとトーイングカーのオ
ペレーターに移動開始の合図を送ります。トーイ
ングカーの始動合図とともに、飛行機はゆっくり
と動き始めます。
この一連の作業の中で前脚のタイヤにかませ
ている輪留めを取り外す作業のことをブロック
アウトといい、厳密には、時刻表に書かれている
時刻はこのブロックアウトタイム のことをいう
のです。
【出典：Agora】

●最長航続距離
小さくて軽い飛行機の法がエンジンの燃費が良く長距
B747-400〔国際〕
12300km
離を飛べますが、積み込める燃料には限界があります。そ
B747-400〔国内〕
4170km
の反面、多くの燃料を積み込もうと機体を大きくしていけ
B777-200
4740km
ば、飛行機全体の重量はどんどん重くなり、燃費が悪くな
B767-300
5280km
って長距離を飛ぶことはできません。実際の飛行機でも総
MD-11
11480km
重量の約半分が燃料の重さだと言われています。
（一回の給油で最も長く飛行できる距離）
飛行機の燃料は左右の主翼と胴体の一部に入れられ
ますが、ボーイング 747-400 型機の一部の機体では飛行機の後ろにある水平尾翼の一部も燃料タンク
になっており、より長い距離の飛行を可能にしています。
飛行機がどこまでも遠くに飛べれば乗り継ぎなしでスムーズな旅ができるようになるのに…。しかし、
地球の１周の距離は約４万 km。ということは、その半分の２万 km を飛行できれば、地球上の全て
の場所に乗り継ぎなしで行けるということになります。

ラミネート加工できます
● 電子メールの最後に連絡先を書いていない
● これまで受け取った電子メールが分類されずに溜まっている
● 一年前に取引先に送った電子メールをすぐに探し出せない
● 本文が読みにくい（または読めない）と指摘をされたことがある
● 宛先を間違ったため、違う人に電子メールを送った経験がある
● 過去の電子メールをバックアップしていない
●
●
●
●

カードサイズ・Ｂ6 サイズ
Ａ5 サイズ・Ｂ5 サイズ
Ａ4 サイズ・Ｂ4 サイズ
Ａ3 サイズ
担当：白川 OA 奥村
TEL：0574-74-0013

インターネットやホームページをはじめたいけど、何と何が必要なの？
全社員にメールアドレスを持たせたいなー。どうしたら？
インターネットの手続きってどうやるの？
料金は高いの？システム管理者はどうするの？
白川ＯＡインターネット事業部
独自ドメインってどうすれば取れるの？
TEL：0574-74-0013
早い物勝ちってホント？
FAX：0574-72-2008

◎インターネット接続サービス

白川ＯＡではインターネット接続のお手伝いをして

◎ホームページ作成
＆管理サービス

います。インターネットが使えるように設定した
い、メールの使い方が知りたい、ホームページを作
りたい等のご要望は上記までお問い合わせ下さい。
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川上さおり（岐阜市）
私達が語学を身につけようとする時、大抵
は、簡単な日常会話ができる、通訳ができ
る、文献が読める、ビジネス交渉ができる
というように、外国語を手段として成し遂
げたい目的がその先にある。パソコンも同
様である。ＩＴ、すなわち情報技術は、あ
くまでも道具の一つに過ぎないことを私達
は忘れてはならない。様々な目的に到達す
るための手段の一つでしかないのである。
大切なのは、パソコンを使って何をしたい
のか、その目的にある。
市民対象のパソコン講習などでも、重要
なのは、操作能力を習得して、どんな可能
性が拡がるのか具体的に示していくことで
ある。講習の終了はＩＴ化のゴールではな
く、ほんのスタートなのである。特に､情報
弱者となりがちなＩＴに関心の低い人やＩ
Ｔ環境に恵まれない方に対して、その利便
性の具体的な展開を提示していく必要があ
るだろう。例えば、老人ホームや病院を探
す際に限られた口コミ情報などに頼ってい
るが、インターネットなどで多くの最新の
情報を得られるということ。これまで帳簿
として何冊も保管してきた財務会計も、デ
ータとして集約することによって年度や店
舗、品目などを越えて比較、集計が容易に
できるということ。病気や転居などで趣味
のサークルに参加が困難なときに、ホーム
ページで地域を超え、同志の仲間と交流す
ることも可能であるということなどが挙げ
られる。
「書く」、「描く」、「聴く」、「観る」、「調
べる」、「作る」、「遊ぶ」、「撮影する」、「演
奏する」、「計算する」、「整理する」･･･、こ
うした作業をするにあたって、これまであ
った様々なアナログの道具と並んで、ＩＴ
という道具、すなわちツールも選択肢の一
つとして加わるのである。それを使ってど
んなことをしてみたいのか、一人ひとりが
目的を明確に持てるようになることが大切
である。何かをしたいという目的を前にし
たときに、これまでの方法に加えて、ＩＴ
を利用しても解決できるということを誰も

お問い合わせは

白川 OA／加藤・奥村

が手軽に知り得る環境を整えていくことが
肝心であると言える。
デジタルカメラという眼を通して相手を見
つめ、携帯電話という耳を介して相手の声
を聞き、また口を介して言葉を届ける。そ
こから仲間の輪も広がり、愛までもが芽生
える。ＩＴは距離やハンディを越えて出会
いの機会を与えた。例えば海外で暮らす人、
口下手だが文章力は自信のある人、耳が不
自由でもモニタ上の文字ならやり取りがで
きる人などは恩恵も大きいはずである。し
かし、その時得られる情報は対面している
時の一部でしかない。このことを私達は忘
れてはなるまい。今後カメラや電話、パソ
コンなどの機器の性能はさらに格段に高ま
るのは間違いないが、それでも、相手に直
接あった時に伝わる、相手を射抜くような
視線や、ちょっとはにかんだ雰囲気、どこ
か自信のない物腰といった微妙なニュアン
スはなかなか受け取ることができない。
ＩＴはかつてマクルーハンが指摘したとお
り、私達の拡張した眼であり、耳であり、
口であり、鼻であり、皮膚である。しかし、
私達の身体が拡張したというよりは、私達
の感覚器官の機能を委託したという方がふ
さわしいように思われる。ＩＴは、あくま
でも自分と相手を結ぶ技術でしかない。そ
のパイプを通って得られた情報を思考し判
断するのは、最終的には自分以外、自分の
脳以外にないのである。結局どれだけ技術
が発達しても使い勝手は、私達生身の人間
である。私達はＩＴを開発するにも、利用
するにも、常にこのことを肝に銘じＩＴに
向き合っていかなければならない。
ＩＴのメリットを最大限に享受し、デメリ
ットを最小限に食い止める工夫に努め、Ｉ
Ｔと付き合いながらコミュニケーションの
原型である身体レベルでの人間関係を重視
するバランス感覚こそ、今まさに問われて
いるのではないだろうか。

【出典：共立レポート作品から】

TEL：0574-74-0013／E-mail：soasys@poplar.ocn.ne.jp
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◎封筒､ＦＡＸ用紙､レポート用紙､名刺､広告､チラシ等に､ＨＰ ＵＲＬを入れましょう。
（名刺の場合）
（封筒の場合）

マーク

株式会社 ○○○○○○○

○ ○ ○ ○

ＵＲＬ
www.･･･

(△△△△△)〒000-0000 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
TEL〈XXXX〉XX-XXXX

FAX〈ZZZZ〉ZZ-ZZZZ

○○○○

URL:h t t p : / / w w w . a b c . c o . j p /

ＵＲＬ

◎ＵＲＬの表示の仕方は､白川ＯＡ〈担当：加藤・奥村〉におたずね下さい。

◎社名の入ったドメイン(独自のドメイン名)の取得を考えましょう。
ＵＲＬが長い場合や､覚えにくい時､会社ＰＲの効果が薄れます。
http://www.na.rim.or.jp/~abc /
→ http://www.abc.co.jp/
独自ドメイン取得後
◎独自ドメイン取得の方法については､白川ＯＡ〈担当：加藤・奥村〉におたずね下さい。
http://・・・・・ハイパーテキストというインターネットの世界の基本言語で作られたデータの意味。
枕詞として「必ずあるもの」と考えてください。
www・・・・・・ ワールド・ワイド・ウェブ。即ちインターネットのデータであるという慣用句。これ
の無い（あるいは異なった）アドレスもあります。
co・・・・・・・ company（企業）の略。「企業のホームページ」であるというほどの意味です。他に
or（団体）、net（インターネット接続業者）等々があります。
jp・・・・・・・ Japan（日本）の略。「日本国内のコンピュータ内にあるホームページ」であるという
ほどの意味です。ドイツなら de、台湾なら tw 等々。ただしアメリカ企業等はこの国
記号無しで com（コム）です。

白川ＯＡパソコン何でも出張サービス
・パソコンを買ったけど接続ができない
・インターネットが繋がらない
・印刷ができなくなった
・知らないうちに動かなくなった
・機器の増設をしたいけど分からない
・ソフトのインストールに自信がない
・ソフトの使い方が分からない・・・

レッスンパック
4000 円／時間

セットアップパック
4000 円／時間

・基本的な操作指導
・インターネットの使い方
・メールの送り方

・インターネット接続
・パソコン設置 / 配線
・ＬＡＮ工事

こんな時は
お電 話 ください！

㈲白川オフィスオートメーション パソコンヘルプデスク
TEL：0574‑74‑0013 / FAX：0574‑72‑2008

・オペレーション問い合わせ
白川ＯＡ
・コンピュータ関連消耗品
・システム／ソフトウェア問い合わせ

岐阜県商工会連合会推薦
白 川 町 商 工 会 推 薦 ケイリマン販売指定店
白川町青色申告会推 薦 Ｎ Ｔ Ｔ 取 次 店

TEL 0574−74−0013
FAX 0574−72−2008
e-mail soasys@poplar.ocn.ne.jp

有限会社 白川オフィスオートメーション
〒509-1105
岐阜県加茂郡白川町河岐 1738 番地 ホワイトベル2F
ＴＥＬ：0574-74-0013 ／ＦＡＸ：0574-72-2008
Ｅ-Ｍａｉｌ：soasys＠poplar.ocn.ne.jp
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