
ICS ネットワーク　2014.01　Vol.53

1

お客様とITをつなげる情報誌

〒020-8544　岩手県盛岡市松尾町17番8号
編集・発行　企画営業統括本部営業推進部

TEL 019-651-2626（代）　FAX 019-651-2693
http://www.ics.co.jp/

特　集 ホームページリニューアル

アイシーエスホームページ　http://www.ics.co.jp

このたび、アイシーエスのホームページをリニューアルしました。
これまで以上に、新鮮な情報を分かりやすくお知らせすること、ア

クセシビリティに配慮し、どの方にも見やすいホームページであるこ
と、を心掛けてまいります。

【新ホームページの特徴】
○トップページ

・イチ押しのソリューションをトップで紹介し、見つけやすくな
りました。

・新着情報は「お知らせ」「ユーザ報」「ソリューション」など、
分野ごとにすばやくチェックできます。

・「ユーザ報」は過去2年間のバックナンバーが閲覧できます。
○ICSについて

・会社概要、拠点、CSR（企業の社会的責任）に関する資料も公
開しています。

○ソリューション

・都道府県のお客様へ	 ・企業・団体のお客様へ
・市町村のお客様へ	 ・教育機関のお客様へ
・医療機関のお客様へ	 ・アウトソーシング・クラウド

以上、6つの区分で、アイシーエスが提供するサービスを紹介して
います。

【その他の特徴】
・スマートフォンやタブレットでの表示にも対応しています。
・キーワード検索で、見たい情報を探すことができます。

リニューアルされたホーム
ページをぜひご覧ください。

トップページ

ソリューション

スマートフォンでの表示
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アドビシステムズの認定（サーティファイド）リセラーに登録しました
映像や音声・音楽など、クリエイティブな分野で活用されるアプリケーションを提供しているア

ドビシステムズですが、常に最新版をユーザーに利用していただくために、パッケージ販売を終了し、
今後は年額の利用料のみを負担するサブスクリプションライセンスを提供することとなりました。

ユーザーは年間の利用料で利用登録し、Webサイトから入手した最新版のアプリケーションを
PCにインストールして使用します。

個人向けに提供される「Creative Cloud個人版」は、これまでと同様、量販店・ECサイト・
Adobeストアで利用申込ができますが、企業で導入される「Creative Cloudグループ版」は認定
リセラーしか提供できません。

アイシーエスは認定リセラーであり、企業向けに「Creative Cloud」を提供できます。

※Creative Cloudに含まれる製品例
・Adobe Photoshop CC
・Adobe Illustrator CC
・Adobe Dreamweaver CC
・Adobe After Effects CC
・Adobe Premiere Pro CC　他

ご相談・お問い合わせはアイシーエス　営業推進部まで

WIndows XPサポート終了に関連して
本誌「Network」vol.52でもご紹介しましたが、日本マイクロソフトは、2014年４月９日（日本時間）をもって

Windows XP、Microsoft Office 2003、Internet Explorer ６の製品サポートを終了するとしています。製品サポート
が終了すると、マイクロソフトからのセキュリティ更新プログラムの提供が終了し、新たな脆弱性が発見されても対
策ができなくなることで、セキュリティのリスクが高まります。

今回は関連した２つの話題をご紹介します。
【サーバー対策もご検討ください】

Windows XPのリリースから、ほぼ１年経過してリリースされたWindows Server 2003についても、製品サポート
の終了時期が公開されていて、延長サポートの期限となる2015年７月となっています。

パソコンであれば、新しいOSが搭載された製品を購入すれば、多くの場合対策できますが、サーバーとなると、
簡単ではありません。

業務用として導入されたソフトウェアが後継のWindows Server上で問題無く動作するか検証し、ソフトウェアに改
修が必要となれば、改修に要する期間を考慮する必要がありますので、早めに対策を検討されることをお勧めします。

【Windows XPを使い続けるには】

業務用システムがWindows XPでしか利用できないなどで、Windows XPを使い続ける場合は特別な配慮が必要で
す。セキュリティのリスクが高い状態で、外部からの不正なアクセスやウィルスの侵入を防ぐためには、インターネッ
トなどの外部ネットワークから切り離した状態でパソコンを利用することをお勧めします。

また、「安全である」と確認されたソフトウェアのみの動作に限定することで、不正なソフトウェアの動作を排除
する方式『ロックダウン（システムの特定用途化）』も有効とされています。各メーカーから対策製品が提供されて
います。お客様に最適な方式をご提案いたしますので、ご相談ください。

製品名
ライフ

サイクル
開始年

メイン
ストリーム

延長
サポート

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ～ 2023

Windows Server 2012 2012 2018/01 2023/01

Windows 8 2012 2018/01 2023/01

Windows Server 2008 2008 2015/01 2020/01

Windows 7 2009 2015/01 2020/01

延長サポートメインストリーム

延長サポートメインストリーム

延長サポート

延長サポートメインストリーム

延長サポートメインストリーム

Windows Server 2003 2003 2010/07 2015/07

Windows XP 2001 2009/04 2014/04 延長サポート

延長サポート
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東北歴史紀行

康平五年九月十七日。源頼義は、安倍氏の「厨川の柵
さく

」を陥落させるために、次のように命じた。
─皆それぞれが、村の集落に入って家屋を壊して、その残骸を柵内に運び、空堀を埋めよ。また各自が萱

かやぐさ

草を刈っ
てこれを河岸に積み上げよ─

この命令によって厨川村の家屋は、たちまちにして壊されて運ばれ、柵の空堀は埋め尽くされた。
村の農家の家屋は打ち壊され、それを柵の堀を埋める材料としたのである。家屋の材料は、大変燃えやすい。
河岸に積んだ萱

かや

草は、刈ってすぐのものは多量の煙を出し、近くを通る者は、一様に燻り出される。
安倍氏側の抵抗は、文字通りすさまじいものがあった。
一族の総力を結集しての決戦である。ましてや奥六郡の最後の拠点である厨川ともなれば、安倍氏の抵抗は尋常な

手法や手段では、これを打ち負かすことは不可能であった。
そこで、連合軍の執

と

った戦法は「火攻め」という非常手段であった。
─実は、この方法による攻撃は、十七日の前夜、すなわち十六日の夜、清原

武則が夜酒を飲み、いささかの酔いを覚えながら外に出て小用を足した。
その時、武則は放尿しながら、ふと思いついたように己れのとばり（尿）を

指先につけ、その指を上方にかざした。
それによって、風の方向を知り分けたという。

「よし、この方向から火を放てばよいのだ！」
こうして何回も、風の方向が論ぜられ、明十七日の火攻めの方策が決められ

たという。
かくて九月十六日は、厨川の柵の内外において、戦いが続けられ、終日、夜

遅くまで行われたが、武則の風向の吟味は、それが終わってから、秘かに行わ
れたのであった。

翌十七日は、早朝から「火攻め」の準備にかかり、萱草を刈り上げ、これを
積み上げた。
「…将軍、馬を下り、皇城を遥拝し、誓って言う。」
いま、いよいよ厨川の柵の「火攻め」を開始するにあたって、中国の『後漢

書』にある歴史の例を引き誓いを立てたのである。
─昔、漢の皇帝の徳がまだ国内に行きわたっていないとき、李

り

広
こう

という弓の名人と言われた武将がいた。
あるとき、飛泉という武将が戦いをしているさ中、味方の兵たちが水の不足で困っていた。このため各自は、喉

のど

の
かわきのため、戦意を失いつつあった。

このとき、李広が弓に矢をつがえ、天に祈りながら射たところ、大きな岩に突き刺さった。その矢を抜くとそこか
ら少なからぬ水が湧いて出た。このことを、
「飛泉たちまち校

こうじょう

尉の節
せつ

に応えず‥」
と言って、その功が称えられたという。「校尉」とは、宮

きゅうじょう

城を守る武官の官名である。
つまり岩を射て、水を湧かせて兵たちの喉の渇きを助け、これによって敵を討ち果たすことが出来たので、その功

労によって校尉という要職につくことがかなったという故事である─
将軍源頼義は、十七日、いよいよ「火攻め」を行うにあたって、うやうやしく戦勝を期して祈った。

「いまから、天の威徳を頂いて、いよいよ厨川の柵を攻め立てます。そこで天におかれても、この老臣（頼義）の
味方になって頂き、大風を起こしてください。頼義の忠節を、どうか助けてください。」

と、八幡三社を伏して拝んだのである。八幡宮は豊前（九州）の宇佐八幡宮、山城（京都）の岩清水八幡宮、そし
て東大寺の鎮守となった手向山八幡宮などが著名である。

やがて清和源氏の氏神とされるようになると、広く武人の守護神となり、全国的に勧請されるようになる。
さて、厨川の火攻めはどのようになったのか…。

（岩手県文化財愛護協会　顧問　金野　靜一氏）

前九年合戦（十六）
− 厨川の戦い　その２ −

厨川柵擬定地とされる天昌寺

空堀跡とみられる水路
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新年あけましておめでとうございます。今
年もよろしくお願いします。

記事でもご紹介していますが、マイクロソ
フトがWindows XPのサポートを終了するこ
とを受けて、パソコンの買い換え需要が高
まっています。年度末にはピークを迎えると
予想されますので、買換えを予定されている
お客様はお早めにご相談ください。 次号
Networkは４月発行予定です。

編集後記

「よろこぶ」に通じる縁起の良い食べ物として、お

正月のおせち料理にも欠かせない昆布。今の季節は昆

布でだしを取った鍋物もおいしいですね。なべ底に昆

布を敷いた湯豆腐は、まさに日本のスローフードです。

昆布のヌルヌルの成分は、水溶性食物繊維の「ア

ルギン酸」というものです。アルギン酸は、コレステ

ロールの排出を促し、腸内の善玉菌のえさとなって整

腸効果をもたらします。

また昆布は、血圧を下げる作用のあるカリウムや、新陳代謝を活発にする

ヨウ素など、ミネラルを多く含みます。食物繊維やミネラルは、だし汁を取っ

た後の昆布にもたくさん残っているので、捨てずに食べるとよいでしょう。

食べ物の味として、甘味、苦味、塩味、酸味と並ぶ「旨味（うまみ）」は、

昆布に含まれるグルタミン酸の発見とともに日本で見つけられました。昆

布のだしの旨味を上手に活用すると、調味料の量を無理なく減らして、料

理の塩分を抑えることができます。

また、おやつとしても、スナック菓子よりも酢昆布などの昔懐かしい昆

布菓子をつまんだ方が、噛むことであごが鍛えられ、唾液が分泌されて歯

の健康につながります。

日本の伝統食材で健康に
─昆布─

昆布で気楽にだしを取ってみよう
①昆布の表面を硬く絞った布巾など

で拭き取る（白い粉のようなもの

は旨味成分なので取らない）

②水に一晩漬ける（水１ℓに昆布20g

程度）

③朝にはおいしいだしが！

昆布を取り出し、だし汁は過熱して

お使いください。夏場は②を冷蔵庫

で行います。

残っただし汁は、昆布を取り出して

から冷蔵庫で保管します。

新テレビコマーシャルがスタートしました
このたび、アイシーエスのテレビコマー

シャルをリニューアルしました。岩手県内各
民放テレビ局から放送されています。

サピーもアニメーションキャラクター化さ
れ、より親しみやすくなりました。

アイシーエスのサービスが、住民の皆様の
近くでお役に立っている様子なども紹介さ
れ、より身近に感じていただけると思います。

“私たちアイシーエスの技術は、皆さんの暮
らしとともに、県・市町村・病院・大学など、
あらゆる場所で活用されています。”

『あなたと私とアイシーエス』

（戸張看護師より）


