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岩手県災害情報システム稼動！

アイシーエスが岩手県様より受注した「岩手県災害情報システム」（以下、本システム）が平成28年４月１日に稼
働しました。本システムは、東日本大震災津波や大雨災害等の教訓を踏まえ、避難勧告など災害時に県民が必要とす
る情報の迅速かつ的確な伝達と、災害発生時の初期対応における情報収集・分析の迅速化、地図情報を活用した被害
状況の可視化などを通じて、県民の被害の最小化・県の災害対応能力の充実を図ることを目的に導入されました。
本システムから配信する避難勧告などの避難情報、避
難所開設情報、被害情報などは、いわて防災情報ポータ
ル（https://iwate.secure.force.com）やTwitter（@iwate_
bousai）
、Facebook（岩手県総合防災室）に掲載されます。
また、一般財団法人マルチメディア振興センターが運営
する「Ｌアラート（公共情報コモンズ）」と連携し、テ
レビやラジオなど多様なメディアを通じて災害に関する
情報を県民の皆様へ伝達することができます。
中でも、避難勧告などの避難情報は、緊急速報メール
として情報配信することもできます。
県と県内全市町村が足並みをそろえて一斉にＬアラー
トの利用を開始するという取り組みは、全国でも珍しい
そうです。
本システムは、災害発生時の初期対応に主眼を置き、
迅速な情報収集、正確な情報伝達、被害状況を地図上に
可視化するための機能を備えています。
岩手県災害対策本部の考えに基づき忠実にシステム化
したクロノロジー（時系列記録）に被害状況や対処内容、
支援要請などの情報を随時“記録”します。
また、クロノロジーに記録した位置情報や避難所、防
災マップなどを地図上に重ねて表示し、応急対策の立案
を行うことができます。本システムの導入により、災害
に関わるあらゆる情報を岩手県、市町村、防災関係機関
が共有し、一体となって災害対応に臨むことができます。
＊１
今回、クラウド型のシステム基盤である「Force.com」
を採用し、大規模な災害でも安定したサービス提供を可
能にしています。本システムを必要とする機会が訪れな
いことが望ましいのですが、災害発生時には被害の最小
化のお役に立てるよう今後もサポートして参ります。
今回のシステム構築では、説明会への参加、情報提供
など岩手県様をはじめ市町村様、防災関係機関様のご協
力を頂きました。深く感謝するとともに、この場を借り
て厚く御礼を申し上げます。
＊１

Force.com
セールスフォース・ドットコムが提供する、ソーシャル、モバイ
ル、リアルタイム性を備えた次世代のアプリケーション構築のた
めのプラットフォーム環境
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いわてＩＣＴフェア2016に出展しました
「いわてＩＣＴフェア2016」は、いわてＩＣＴフェア実行委員会等の主
催により平成28年５月31日、いわて県民情報交流センター（アイーナ）・
７Ｆ小田島組☆ほ～るにて開催されました。
アイシーエスはＩＣＴに関する最新の取組みを県民の皆様に紹介するた
めに、毎年出展しています。
今年の開催テーマは「～地方創生に活かすＩＣＴ～」で、東日本大震災
津波からの復興や地域活性化に役立つＩＣＴの利活用について、最新技術
や製品を見て、触って、体験できる展示会及びセミナーを開催し県民の皆
様に広く、ＩＣＴへの理解を深めて頂く内容となっていました。
アイシーエスからは、市町村の活用が期待されるソリューションや防災に
関するソリューション、組込みソフトウェア開発についてご紹介しました。
来場者数は昨年に引き続き400名を数え、自治体、民間企業、学生と様々
な方が来場されました。皆様それぞれの立場で、住民サービスや業務、生
活に活かせるＩＣＴ技術を興味深くご覧いただきました。

コンビニ交付サービス

今回の出展物について、ご興味があればいつでもご連絡ください。
お待ちしております。
【出展内容】
１．コンビニ交付サービス
個人番号カードを利用し、コンビニや庁内に設置されるキオスク端末か
ら住民票等の証明書を取得するサービスのご紹介
２．暮らしに役立つ住民向け自治体アプリ
市町村が発信する暮らしに役立つ情報を、スマホアプリを通じて住民に
提供するサービスのご紹介
３．クラウド型災害情報システム
関係機関における災害情報の共有と住民への速やかな情報発信を実現し
た岩手県様向けクラウド型災害情報システムのご紹介
クラウド型災害情報システム

４．モーションキャプチャー連動ロボットアーム
モーションキャプチャーにより腕の動きを読み取り、ロボットアームが
連動するシステムのデモと、組込みソフトウェア開発のご紹介

モーションキャプチャー連動ロボットアーム

◆ 出展内容に関するお問い合わせは ◆
［営業推進部］
電 話
メール
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019-651-2626
b-promote@ics.co.jp

東北歴史紀行
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「戦いの道理として、 加勢を得て敵を討つのは昔から
の定法…」と言い、次のように詰め寄る。
「汝の父武則（清原）は、一方では朝廷の官符に従い、
すす
一方では源氏の頼義の勧めに従って味方に加わったの
あ
だ」と、鎮守府将軍にまで昇進した武則のことを挙げて
さらにつけ加える。
かずとう
「先日は、 千任なる者が源頼義を筆頭に、 源氏の面々
の名簿（みょうぶ）を捧げて、安倍氏を討たんがために、
助力を得んと頭を下げたと言った。その名簿があると言
い切ったが、それはさだめし汝が持っているであろう。
」
いや
と迫ったのである。そして武則が夷（えびす）という卑
しい身分でありながら、鎮守府将軍となることが出来た
のは、父の頼義が、申請したからのこと。それによって
むく
頼義が受けた恩義には報い終えたのだ。それなのに汝ら
む ほ ん
は（清原一族）、 何の功労もないばかりか、 謀反を起こ
しているくせに、当方に向かって「忘恩の徒」だという。
いったい、われわれ源氏に対して、どういうつもりなの
か。
」と叱責した。
これに対し武衡は、頭を地にすりつけ、泣き声をあげ
ながら「一日でもよいから命が長らえるよう頼みます」
の一点張りで、哀願を懸命にしている。そのうえ、傍ら
にいる義家の弟義光に視線を向け、 しきりに「兵衛殿、
お助け下さい」と哀訴する。
そこで義光は、後で兄義家に進言した。
「いやしくも武士道においては、 降参した者は、 これ
を許すのが古今を通じての例ではないか。武衡一人をあ
くまで切ろうというのは、どういうつもりなのか。
」
つま
これを聞いた義家は、義光に対して「爪はじき」をし
ながら答えて言うには、
「降人というのは、 戦場を逃れ、 人手にかからずに落
く
ち延び、後に前非を悔いて首を差しのべ、覚悟を決めて
くる者を言うのだ。かつての安倍宗任たちがそれだ。
武衡は、戦場で捕虜にされたうえ、理不尽にも一時の
命を惜しむ卑怯者だ。 これを降人と言い得るだろうか。
そなた（義光）は、戦陣の礼法を知らぬ。考えがまだ稚
拙であるぞ」
と、たしなめたのであった。こうまで言われたのでは、
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弟の義光も黙っているほかなかったのである。
義家の義光に対する返答は、当時の武士の思想や、も
のの考え方をよく物語っている。
まずその第一は、戦いの後の勝者・敗者の在り方を示
していること、二つ目は前九年合戦の折、兄貞任らが壮
絶に戦い、討ち死したり斬首されたりしたのに、宗任は
降人し捕虜になったが、これが義家の言う降人だったの
か、との感懐である。三つ目は、あの宗任が「前非を悔
いて首をさしのべる」といった姿勢や態度で捕らわれ人
となったというが、果たしてどうであったろうか…。
（岩手県文化財愛護協会顧問 金野 靜一氏）

（上）
本丸跡、兵糧倉跡、北の丸跡、二の丸跡
（左）
敵の進軍を防ぐ堀切跡

後三年合戦（五）
│
“入神の判断”
・義家の降人論│
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この年（寛治元年）の冬の寒さは、特に厳しかった。そ
れだけに「金沢の柵」内は、眞にきびしく悲惨でもあった。
十一月十四日の夜半のこと。将軍義家は、にわかに軍令
を下した。それには、次のような経緯があったのである。
│義家に付き添い、その身辺に仕える藤原資道（すけ
みち）という十三歳の少年がいたが、義家自身が少年を
起こし、「清原武衡・ 家衡の柵は、 今夜の中に落ちるで
あろう。そこでいま、寒さのために凍えている兵たちに、
仮屋の炉に火を起こし、よく手をあぶって戦いに備えるよ
うに、と伝えて歩け…」と命じたのである。資道は、さっ
そくそのように伝えたが、 多くの兵達は不審に思った。
た
将軍にはなぜ、そのようなことが分かり、仮屋の炉に焚
き火を起こすのか、と一様に考え、首をかしげたらしい。
だが軍令なので、不思議に思いながらも一同はそのよ
うに実行した。やがて、あちこちで激烈な戦いが行われ
たが、その結果は将軍義家の予言どおりに、その夜明け
かんらく
に、金沢の柵は陥落したのである。
天も源氏側に味方したものか、降雪もその夜はなかっ
た。柵の中には、食すべきものは何もなかった。一片も、
それはなかったと言って差し支えないほどであった。
この夜に陥落すると予言、 これを見越して兵たちに
「 手 あぶり」 をさせ、 戦いの準備をさせた義家の、 まさ
に「入神の判断力」に、並みいる武将たちも、今更のよ
たた
うに感嘆し、あらためて義家の判断力を讃えたという。
夜明けと共に柵中から火の手があがり、逃亡する城兵
う
は退路を絶たれ、次々に撃たれていったのである。
―かねてより義光を通じて降伏し、命乞いをしていた
清原武衡は、柵の近くの池の中に飛び込み、隠れ潜んで
くさむら
いた。息をするため、水中より浮かび上がり顔を叢に隠
していた。
しかし、ついに発見され、捕らえられた。これを知っ
た義家は、武衡を早々に引き出して叱責した。

（上）
本丸跡
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検診結果を日々の暮らしに生かす

〜こまめに動くことも大切〜

─血糖値─

★家庭では

糖尿病の検査である血糖値は、空腹時で60～99が理
・床掃除（雑巾がけ）
想です。血糖値は多少高くても自覚症状がありません。
・風呂掃除
「要受診」といわれたら内科に行き、「要注意」といわ
・子どもと公園で遊ぶ
れたら毎日の生活習慣の見直しをしましょう。
・ スーパーなどに車で行った
■運動
ら入り口から遠いところに
駐車する
血糖値が高い人にお勧めなのが、ウォーキングの
★職場では
ような有酸素運動と筋力トレーニングの組み合わせ
・階段を使う
です。ウォーキングの目標は、1週間あたり150分以上です。ご自分の生活
・別の階のトイレに行く
スタイルに合わせて時間をとると良いでしょう。筋力トレーニングはスク
・ランチは遠くの店へ
ワットの場合、1日20～30回を週に3日が目安です。
・コピーを取りながらかかとの
■野菜
上げ下げ
血糖値が高い人の食事では、野菜はたっぷり食事の最初に食べるのがポ
イントです。味噌汁を具だくさんにする、ランチはサラダバーのある店に
行く、弁当を買うときは野菜の総菜も買う、などの工夫をしましょう。た
だし、ポテトサラダやマカロニサラダは糖質が多いので野菜サラダとは別
物と考えてください。
■食事の工夫
糖尿病の予防や治療では、余分なものを食べすぎないことが大切です。
私たちの周りはおいしい誘惑であふれていますから、誘惑に負けない工夫
が必要です。たとえば目の前にお菓子があると食べたくなるのが人情です。
血糖値が高い人はお菓子の買い置きはしないのが基本です。また、夕食時などは目の前に食べ物があるとついダラ
ダラと食べ続けてしまいます。食事は大皿ではなく最初から一人分を盛り付け、食べたらすぐに片づけて「食べ終
わった」ということを実感しましょう。外食では、食べ放題のお店には入らない方が良いでしょう。「安いものを
たくさん」ではなく「おいしいものを適量」を心がけましょう。

50周年ロゴのご紹介
アイシーエスは今年９月１日に会社設立50周年を迎えることから、新たに「50周年ロゴ」を作成しました。
50周年を迎え、さらにその先の未来へ飛翔するアイシーエスの姿をイメージしています。
楕円の０は未来への入口。そこを一直線に未来へ向かって進む矢印は
●昨日の品質・技術を今日は超えていく
●より良い人材を育て上げる
●創造性や独創性の向上
●お客様のニーズに速やかに応えるスピード感
●品質の良い製品の開発とサービスの向上
●更に深化する「ＩＣＴの時代」や多様化する顧客ニーズに対応する速さ
という意味を込めています。
編集後記

これから本格的な夏を迎えます。アイシー
エスでは省資源、 電力使用節減に取組み、
今年もクールビズを実施しています。お客
様もアイシーエスに来社される際には、ぜ
ひ軽装でお越しください。
本社のある盛岡市では、夕方になると街
中から太鼓の音が聞こえるようになりまし
た。今年も「さんさ踊り」の季節がやって
きます。
次号Networkは10月発行予定です。

http://www.ics.co.jp/
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