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組込みソフトウェア開発部がお客様から表彰されました

アイシン・コムクルーズ株式会社様から
「品質優秀賞」受賞
弊社の組込みソフトウェア開発部が、長きにわたってお取引いただいているアイシン・
コムクルーズ株式会社様から「長年蓄積した製品知見を活かして、仕様作成から評価に至
るまで全プロセスを一貫して担当し、2018年度に開発した７プロジェクト全てにおいてシ
ステムテスト不具合０件を達成した」
とご評価いただき、品質優秀賞の表彰に預かりました。
「システムテスト」とは、システムの不具合発生を未然に防ぐためにお客様目線で様々
な利用場面を想定した試験を繰り返し行う品質確認テストです。
受賞の対象となった製品は「体重検知システム」と呼ばれる車の助手席エアバッグに関
わるシステムで、北米の法規制に対応するために体重検知センサーからの情報を基に、助
手席乗員の体格あるいはチャイルドシート有無を判別してエアバッグの開閉要否を判断し
ます。エアバッグの開閉判断は人命に関わるため、誤った判断は許されません。
弊社はこの製品において、搭載車種毎に異なる助手席シートの形状や材質の違いにより
発生する開閉条件をソフトウェアで適合させる業務を請け負っています。かつては経験不
足や情報の理解不足などから品質確保に苦労した時期もありましたが、長年の経験の積
み重ねと各方面からのご指導ご協力によってシステムテスト不具合０件を達成することが
できました。
今後もこの成績に奢ることなく、お客様に安心してご利用頂けるソフトウェアを提供し
て参ります。

組込みソフトウェア開発部について
2005年度に組込みソフト事業推進室として発足。2014年度に組込みソフトウェア開発部となり、現在は総勢30余名
で車載系および機械制御系ソフトウェア開発に従事しています。
車載系開発においては、マイクロコンピュータを制御する知識が重要でしたが、近年はそれに加えてデータの暗号
化やネットワーク対応など、ＩＴ系ソフトウェア開発の知識も必要となっています。
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いわてＩＣＴフェア2019 出展

トピックス

「いわてＩＣＴフェア2019」が６月７日（金）にアイーナ（いわ
て県民情報交流センター）にて開催され、弊社ブースを出展しまし
た。今年度は国のキャッシュレス化の動きに合わせて別フロアにて
キャッシュレス決済を体験できる展示もあり、たくさんの来場者で
にぎわいました。弊社ブースにも多くの方にお越しいただき大盛況
に終わりました。
今年度は岩手県のビッグイベント『三陸防災復興プロジェクト』
に合わせ「いわてＩＣＴフェア2019in三陸・久慈」が６月28日（金）
～29日（土）の２日間アンバーホール（久慈市文化会館）で開催さ
れることとなり、こちらにも弊社ブースを出展しています。
今後もＩＣＴフェアなどのイベント参加を通じて、地域の情報化
を担う企業として貢献していきたいと考えています。

【ブースで説明を行った弊社スタッフ】

＜出展内容＞
●盛岡会場

６月７日(金)

●久慈会場

・窓口支援ソリューション
・マイナポータル向けサービス
・モーションキャプチャでロボットアーム操作

６月28日(金)〜29日(土)

・多言語震災学習プログラム
・クラウド型災害情報システム

【盛岡会場での弊社ブースの様子】たくさんの来場者に弊社ブースを来訪いただきました

取組紹介

スマート農林水産業で地域課題解決へ

我が国の農林水産業における担い手の減少や高齢化の進行に
よって、労働力不足が大変深刻な問題になってきています。国や地
方自治体において、作業の省力化や高品質な生産を実現するため
に、ロボット技術やＩＣＴ等を活用した新たな農林水産業（スマー
ト農林水産業）を実現する取り組みを推進していますが、対応して
いる各メーカーは比較的大規模な事業者を前提としていることも
あり、地方での普及には時間がかかることが予想されています。
弊社では、人工知能（ＡＩ）や画像処理、ロボット技術、気象セ
ンシング等を活用し、地方の農林水産業が抱える様々な課題の解決
に向けた提案をして参ります。「こんなことができないか」といっ
たことを是非お気軽にお声をかけていただき、地域課題の解決につ
なげたいと考えています。
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【野菜選別ロボットのイメージ図】

東北歴史紀行
いてき

と調査団の一人、東大の鈴木尚氏が言う…。
（岩手県文化財愛護協会顧問 金野 靜一氏）


秀衡が建立した無量光院は京都宇治の平等院を凌ぐ規模であっ
たが、
火災で焼失し、
現在では土塁や礎石が残るのみとなっている。

ひでひら

陸奥と出羽を結んだ街道で、秀衡と黄金文化にちなんで名づけら
れた。この街道を通り平泉まで金を運んだとされ、
「 黄金の道」
とも
称される。

奥州藤原氏と平泉文化（十）

「奥州は夷狄秀平、 鎮守府将軍に任ず。 乱世の基
なり」
と書き記した。この文章から、没落していく古代王
朝の力量の落下や、その嘆きの声が明確に反映して
いるように思えてならない。
みちのくの実力者であり、奥羽の雄者でもある藤
原氏が悠然と日本史の表舞台に立つ様相を画くよう
な趣きである。
そ れ か ら 十 年 ほ ど 経 っ た 養 和 元 年 （ 一 一 八 一 ）、
むつのかみ
秀衡は、更に一歩進んで「陸奥守」にも任命されて
いる。まさに、古代王権の代行者に躍進したのであ
る。藤原兼実は、また嘆いた。
し
「天下の恥、何事かこれに如かんや。悲しむべし。
悲しむべし（
「玉葉」
）
」
むねとう
ところで秀衡の母は、安倍宗任の娘だという根強
い説がある。それは「吾妻鏡」に「基衡の妻・安倍
宗任の女か」
と記されていることが根拠となっている。
・ ・ ・ ・ ・
もっとも、そうだとしても、女性の年齢が高過ぎ
はしないか。むしろ、清衡の妻で基衡の母ではなかっ
たか、との説もあり、実はこの方が合理性をもって
語られることが多い。
「尊卑分脈」 という源・ 平・ 藤原・ 橘などの諸氏
の系図を記した南北朝時代の書には、二代基衡の子
としひら
は秀衡のみと記しているが、いとこ（従兄）の俊衡
に対しては「秀衡の舎弟なり」と注記している。よっ
て、これだけを見れば、二人とも基衡の子息だとい
うことになる。
ひづめ
しかし「吾妻鏡」 には、「樋爪太郎俊衡入道並び
すえひら
に弟五郎季衡」とある。俊衡は太郎、季衡は五郎と
・ ・ ・
いうことは、この兄弟は秀衡のいとこになる。
三代秀衡は、どんな体格で、どのような風貌の持
ち主であったか。
「約一六〇センチの身長、 よく肥えられたうえに
いか
かた
怒り肩で、全体の印象は大佛次郎氏が言ったように、
木彫の仁王さまのようである。
」

「無量光院跡」

―三代秀衡の治政―
平泉三代の秀衡の時代は、「政治の転換期」 の時
代であった。
もとひら
父基衡の死亡の前年、 保元元年（一一五六） に、
いわゆる「保元の乱」が起こった。
皇室・摂政・関白の藤原家の内紛に、源氏・平氏
の武家が介入しての内乱である。これはまさしく王
朝の「没落の鐘」であった。
これをきっかけに、公家の筆頭たる藤原氏に代っ
て、武家の平清盛が台頭してくるのである。
ぼっこう
その平氏の勃興も間もなく落日となり、同じ武家
でも源氏の頼朝により「鎌倉幕府」の開幕となる。
このような動乱期に、平泉の秀衡は、平清盛や源
ちんじゅふ
頼朝らと対等にわたりあいつつ、 自らは「鎮守府
しょうぐん
将 軍」となり、動乱の中に在って平泉の武装平和を
守り通したのである。
秀衡の父祖清衡・父の基衡も、律令制度下にあっ
おうりょうし
て、
「押領使」という律令制以外の職―これを一般に
「令外官（りょうげのかん）」 と称した―に就いた。
この職は、文字通り律令制で決められた以外の官で、
一定の地域の司法及び行政を司る重要な職であった。
じ ゅ ご い げ
秀衡が従五位下鎮守府将軍に就いたのは、嘉応二
とうい
おんしゅう
年（一一七〇） のことであった。「東夷の遠酋」 と
ふしゅう じょうとう
か「俘囚の上頭」と称された藤原氏は、武功もなく
この栄職を得たと都人は言った。
鎮守府将軍は、中央の人が蝦夷を討つためのポス
トとされていた。その重要なポストを蝦夷人の末孫
がかち取ったという。どう考えても中央から見れば、
中央人の一歩後退ということになる。
かねざね
・ ・ ・ ・
右大臣の藤原兼実は、歯ぎしりをしながら日記「玉
葉」に

「秀衡街道」
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眠りのお困りごとはありませんか？
― むずむず脚症候群 ―

むずむず脚症候群の特徴

寝ようと思うと脚に不快感が出てよく眠れなく
なることを「レストレスレッグス症候群」、またの

・脚の不快感で、脚を動かした
いという強い欲求が起きる

名を「むずむず脚症候群」といいます。
日中には症状がなく、夕方から夜にかけて寝ているときやじっとして

・夕方から夜に症状が出る

いるときに「むずむずする」「脚を虫がはう」「ほてる」といった症状が
出ます。そのため、なかなか寝付けなかったり、夜中に何度も目が覚め

・脚を動かすと不快な症状が軽
くなったり、なくなる

たりします。

・安静時に症状が出る

原因は、遺伝や鉄不足などによってドパミンという神経伝達物質の受
け渡しがうまくいかないことだといわれています。パーキンソン病や慢性
腎臓病、脊髄疾患、鉄欠乏性貧血などの病気が原因になる場合もあります。
症状が軽ければ生活習慣の改善から始めましょう。アルコールはむず
むず脚症候群を悪化させますので、寝酒は控えます。カフェインも症状

この他、睡眠中に足の指や足首、膝
関節などが勝手に動く「周期性四肢
運動障害」を伴っていることも多い。

を悪化させることがあるので、お茶やコーヒーなどもとり過ぎないよう
にします。症状が出たときには脚を軽くたたいて刺激すると症状がやわらぐことがあります。
症状が強い場合や、生活習慣の改善で十分な効果が得られない場合には薬を使った治療をします。また、原因となる病
気がある場合にはそちらの治療を行います。かかりつけ医や睡眠障害を診ている精神科、神経内科などで相談しましょう。
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新入社員研修を終え、
いざ現場へ！

平成から令和に元号が改められた今年度、男性12名・女性２名の新しい仲間が
増えました。
入社後直ぐに新入社員研修が始まりました。最初の講座のビジネスマナー研修
では、名刺交換や電話応対などの基本を学びました。新入社員同士での名刺交換
や、講師がお客様役となって様々な場面での電話応対をする演習では、応対時の
言葉遣いや用件を伺いながら必要な内容をメモするなど、電話を受けることの難
しさを実感しました。
その後の技術研修ではＩＴの知識や技術を基礎から学び、最後の９日間は「プ
ロジェクト型演習」として３チームに分かれてシステム開発を行いました。最終
日の「成果発表会」では、上司や先輩社員の前で各チームが開発したシステムの
紹介を行い、約２ヶ月間取り組んだ技術研修の成果を発表することが出来ました。
今後は、配属先で先輩社員から指導を受け経験を積み、皆様のところへお伺い
することがあるかと存じます。どうぞ宜しくお願いいたします。
編集後記

夕暮れ近くにさんさ踊りの太鼓の音が

https://www.ics.co.jp/

聞こえるようになると、盛岡の夏はもう

本

すぐそこです。

一関事業所： 〒021-0902 岩手県一関市萩荘字下中田9番地1
TEL：0191-24-3888 FAX：0191-24-3750

今年の盛岡は５月としての観測史上
最高気温を記録しました。この夏も猛暑
が予想されます。体調管理には十分にお
気をつけください。
次号Networkは10月発行予定です。
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青 森 支 店： 〒030-0862 青森県青森市古川2丁目20番6号
TEL：017-722-6560 FAX：017-732-3602

AQUA古川2丁目ビル
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