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お客様満足調査結果について

集

平素より弊社の製品・サービスをご利用頂き、厚くお礼申し上げます。
さて、弊社の事業活動がお客様に満足いただけているのか、３年に１回「お客様満足度調査」を実施しています。
平成24年度にこのお客様満足度調査を実施しましたので、調査結果についてお知らせいたします。
（１）お客様満足度調査の結果
今回の調査では、329のお客様にアンケートを依頼し、208のお客様から回答を頂きました。また、78のお客様
には直接訪問してインタビューを行うなど、個別のフォローを実施いたしました。
前回調査までは、評価値を５段階評価の平均点としていましたが、傾向や特長など変化がつかみにくいことから、
今回は満足評価の割合から不満評価の割合を差し引いた「満足度指数」で比較・分析しました。
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上記のように満足度指数がプラスであることから概ね満足いただけている状況ではありますが、過去の調査ほ
どではないものの、「対応」に比べ「提案」「サービス」の評価が低い傾向があります。
お客様からは、「提案姿勢に積極さが欲しい」「最新の業界動向に関する情報提供が欲しい」「新たな改善提案が
欲しい」「提案できる人材を増やして欲しい」といったご意見や、「相談・依頼に対し、ていねいにわかりやすく
対応している」と感謝のお言葉を頂き、社員の励みになっています。
（２）改善活動
このようなお客様から頂いた貴重なご意見を踏まえ、東日本大震災の復興や、社会経済構造の大きく変化する
中で、お客様のニーズを的確に捉えながら速やかにお応えできるよう、より価値の高い事業活動を目指して改善
活動を進めてまいります。
お客様満足度調査及び個別のフォロー活動に、お忙しい中ご協力頂き、厚くお礼申し上げます。
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日本の伝統食材で健康に

それぞれの米の特徴

─米─

・玄米
ビタミンB1やビタミンE、食物繊維

新米の季節になりましたね。
田んぼが黄金色に染まり、実りを迎えた稲が風に
波立つ様は、まさに日本の秋といった風情をかもし
出しています。日本の気候風土に適応し、風景や文
化をも形作ってきた米は、まさしく日本の食材の代
（戸張看護師より）

が豊富。消化。吸収は精白米に劣る。
・胚芽米
米からぬかをとって胚芽を残した
もの。栄養価を残しつつ、食べや
すさは精白米に近い。
・発芽玄米

表といえます。
米がすぐれた主食である理由には、おいしさはも

ちろん、栄養価の高さもあります。米と言えば炭水化物というイメージで
すが、たんぱく質やビタミン、ミネラルなども含んでいます。特に、小麦
など他の穀物よりも蛋白質を形成する必須アミノ酸のバランスに優れてい

玄米をわずかに発芽させた米。発
芽によって甘味や旨味が増す。
・精白米
米からぬかと胚芽をとったもの。

ます。この良質のたんぱく質が、かつては肉や魚をあまり食べなかった日
本人の体を支えるのに、役立っていたのでしょう。
最近は、精白米以外の米も注目されています。玄米や胚芽米、発芽玄米
など、それぞれの特徴を生かして、おいしくいただきましょう。
炊き立ての、アツアツつやつやの新米はそれだけでとてもおいしいもの
です。味わいながらよく噛んで、ゆっくり食べましょう。

Windows XP、Oﬃce 2003サポート終了
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
Explorer6の製品サポートを終了するとしています。
これらの製品は、「メインストリームサポート」
（製品発売後最低５年間）
、および「延長サポート」（最低５年間）、
合わせて最低10年以上のサポートが提供されたものです。
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ります。また、ウィルス対策ソフトなどの関連ソフトやサービスも各メーカーでサポー
トを打ち切ることが予想されます。
【予想されるセキュリティのリスクとは】
製品サポートが終了すると、セキュリティの脆弱性が大きくなるため、これを機に、悪意を持った攻撃者達が、静か
に広範囲な攻撃を開始すると想定されています。これらの攻撃によって、利用者の情報が漏洩するだけではなく、知ら
ず知らずの間にサイバー攻撃の「踏み台」となって、取引先などに多大な被害を与えることも、十分に起こりえます。
【対策は】
安全、快適にパソコンをご利用いただくためには、最新のデスクトップ環境への移行をおすすめします。新規にパ
ソコンを購入する、既存のパソコンのWindowsを最新にするなど、様々な移行サービスを提供しますので、ぜひご相
談いただきますようお願いします。

お問い合わせはアイシーエス
2
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東北歴史紀行

前九年合戦（十五）

− 厨川の戦い −

よりよし

安倍頼時（頼良）、貞任、宗任ら安倍一族の拠点となった「安倍氏の柵」は、全部で十二か所にあったという。
これらの柵は、その多くは「前九年合戦」が行われている間に、次々に急増されたものである。もっとも、合戦に
もと

入ってからは、少なくとも「衣川」以北は、安倍氏の「軍政」の下にあったことは間違いあるまい。
ぐんか

よってこの時期になると奥六郡の郡衛（役所）のあった土地に、軍政をかねた柵が構築されていって例が数多く見
られる。
ところで『陸奥話記』には、源氏・清原氏の連合軍が安倍氏を追って北進、「厨川の柵」に到達した様子を次のよ
うに記している。

とり

こく

─康平五年九月十四日。厨川柵に向かう。十五日酉の刻（夕方六時頃）到着。
うばど

厨川を姥戸の柵を囲む。相去ること八町ばかりなり。陣を帯び翼を張りて終夜これを守る。

くだん

件の柵の西北は大沢、二面は河を阻つ。河岸三丈有余、壁立して途なし。その内に柵を築きてみずから固くす…─
さく

康平五年（1062）九月十五日の夕方、厨川の柵に着いた。この柵は厨川と姥戸の二つの柵から成っていて、その間
の距離は七、八町ありという。およそ１キロほどの間隔であった。
この二つの柵は、翼を張ったように見える。攻撃する側は、夜を徹して見守る。西北方は大きな沢で占められ、東
と南は大きな河（北上川）によってはばまれている。
河岸の高さは十メートル以上もあって、まるで壁のように立ちはだかっていて、堅固で厳しい立地条件のもとに築
かれた柵であることがよく分かる。
からぼり

「河と柵との間には空堀を掘って、その底には、さかさまに刃を立てて、地上には鉄をまく。」
更に柵の中には、高い櫓をたくさん造って、その上から遠くまで見張り、強力な武器を持った勇敢な兵が守ってい
ま

た。柵内の地には無数の鉄が蒔いてあったという。

とが

この鉄は通称「まきびし」と言い、端がそれぞれ鋭く尖っているので、そこを通ることは甚だ危険が伴うことにな
はば

る。「まきびし」は、敵の攻撃を阻む有力な防衛線を設定するための強力な武器である。
しつれい

これは「疾黎」というのが正規の名称で、砂鉄で造られたものである。北上高地は、鉄分の良質な砂鉄を多く有し
ているので、これを使って鉄材を作ることが可能であった。北上高地では、早くから製鉄の技術が発達していたのだ。
ここに安倍氏という豪族が出現したのは、砂鉄が豊富にあって、鉄製品を十分に作ることが出来たことも、その大
きな理由の一因であろう。

ろう

さて厨川の戦期が熟した。源氏・清原氏の“官軍”が到着したとき、楼上の兵がいわく。
─戦い来たれ─

にく

と、その時、「雑女」数十人。楼に登りて一斉に歌を歌う。将軍（頼義）これを悪む…。
やぐらの上に登った安倍氏側の兵は、攻めるなら来てみよ、と囃し立てる。更に女達数十人も、やぐらの上から歌
はや

を唱って囃した。
戦いのさ中に女性が出てくるのは稀れであるが、大勢
はや

の女達が裾をひるがえしながら、声を合わせて囃す。
「雑
ぞ う し め

女」は下働きに従事する女、雑仕女とも称した。
安倍氏側では、五、六十人の女達に、楼の上で歌を歌
わせ、官軍を嘲笑したわけである。
頭に来て攻め込んだ官軍は、地上で「まきびし」を踏
あられ

んでたじろぎ、雨霰のように射られる弓矢に痛めつけら
れ、兵や雑仕女の罵声に冷静さを失ったところへ、次々
せきど

と打ち出す積弩の乱発に死者数百人を出したという。
九月十六日の早朝から激しい攻防戦が終日夜を通して
行なわれる。将軍大いに怒り、翌十七日、未の刻（午后
二時）に至りついに民家を壊して、これを材料に「火攻め」
を命じたのであった…。
（岩手県文化財愛護協会

顧問

金野

靜一氏）

安倍舘遺跡周辺を北上川対岸から臨む

3

ICS ネットワーク 2013.10

Vol.52

もりおかさんさ踊り

トピックス
■春期情報処理試験合格者発表
平成25年４月に行なわれた春期情
報処理試験において、今回も多数
の合格者がありました。

んさ踊りパレードに参加しました。
この日のためにさんさ踊り実行委員
会を中心に練習を重ね、太鼓や笛、踊
りと、観客の皆さんと一体になって熱い

○システム監査技術者

１名

○プロジェクトマネージャ

３名

○データベース
スペシャリスト

８月２日アイシーエスは今年もさ

イベントを盛り上げることができました。
声援を送ってくださった皆様、あ
りがとうございました。

５名

○エンベデッドシステム
スペシャリスト

１名

○情報セキュリティ
スペシャリスト

３名

○応用情報技術者

５名

○基本情報技術者

６名

平成25年９月１日時点の資格取得
者総数は以下の通りとなりました。
◇システム監査技術者

12名

◇ＩＴストラテジスト

７名

◇システムアーキテクト

  19名

◇プロジェクトマネージャ   17名
◇ＩＴサービスマネージャ   18名
◇ネットワーク
スペシャリスト

28名

◇データベース
スペシャリスト

29名

◇エンベデッドシステム
スペシャリスト

１名

◇情報セキュリティ
スペシャリスト

32名

◇応用情報技術者

158名

◇基本情報技術者

336名

（重複を含むのべ人数）
編集後記

８月23日、世界最先端の素粒子実験施設
国際リニアコライダー（ILC）の国内候補地
が北上山地に一本化されました。また、９月
12日、2020年オリンピック開催地が東京と
決定されました。東北そして日本が元気にな
るニュースが続きました。
連載中の前九年合戦もいよいよ最終決戦
地盛岡でクライマックスを迎えます。筆者の
金野先生も益々お元気ですので、ご期待くだ
さい。
アイシーエス「Network」、次号は年明け
１月発行予定です。

http://www.ics.co.jp/
E-mail : ics-sales@ics.co.jp
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