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平成１８年１２月６日（水）

１６:10～１６:55

情報システム研究会

情報セキュリティに、動かないコンピュータ

～情報システムにまつわる四方山話



本日の発表内容
• 第一部 情報システム研究会１年間の活動

• 第二部 Work君のための仕事術あれこれ

の2部構成

Work君

VS

Mac君



第一部

• 情報システム研究会１年間の活動報告

• ２００６年は。。。



メンバー（現在１８社）

オーク設備工業株式会社 ダイダン株式会社
株式会社大気社 株式会社朝日工業社
高砂熱学工業株式会社 斎久工業株式会社
三機工業株式会社 三建設備工業株式会社
新日本空調株式会社 新菱冷熱工業株式会社
須賀工業株式会社 川本工業株式会社
大成温調株式会社 東洋熱工業株式会社
日比谷総合設備株式会社 日立プラント建設株式会社
富士電機ITソリューション株式会社
富士電機総設株式会社

（順不同）



この１年間の議事紹介（１）

• 第３１回（２００５／１２／２２）
１．運用の現場から考えるSOX法対応(セミナー＋討議)

２．設備システム研究会、情報システム研究会

合同研究会発表の内容レビュー

３．４月以降の幹事改選

• 第３２回（２００６／３／１７）
１．幹事改選について

２．開催予定日について

３．ワークフローの問題点について

４．各社の最近のウィルス対策状況について



この１年間の議事紹介（２）

• 第３３回（２００６／６／１６）

１．各社情報システム関連業務取扱部署

と年間予算調査

２．その他の情報システム運用関連の調査

• 第３４回（２００６／９／１５）

１．設備業界動かないコンピュータ事例

情報の交換

２．各社の休日の情報システム運用体制



第３１回情報システム研究会より

運用の現場から考えるSOX法対応(セミナー＋
討議)

システムの観点からは、JOBログ、SYSログ、
アクセスログ等の収集・分析を行い、不正な
会計操作を行っていないことを証明し、これを
管理保管することが求められる。

この時点では何をどこまで実施するか不透明な
状況にあり、2006年夏ごろより本格的に実施
に向けての対応が動き出すということでした。



第３２回 情報システム研究会より

ワークフローの問題点について
– ワークフローは半数以上の会員企業で導入されており、
専用ツールでの運用、グループウエアを利用しての運用
となっている。

– 範囲についても一部の企業が基幹と連動した運用となっ
ているが、大半が人事・総務系の申請業務に限定されて
いる。

– 構築にあたっては、電子承認のルート設定や運用面での
組織変更や人事異動等を考慮する必要がある。

– 未導入企業での問題点については、パッケージに自社業
務に合うものがないことが指摘された。

– 電子承認に対する抵抗感や根強いデジタルデバイド等の
問題があり社員の意識改革が必要という指摘もあった。



第３２回 情報システム研究会より
各社の最近のウィルス対策状況について（１）

全ての企業がウィルス対策ソフトを導入し対応を行って
いる。（大半がコーポレートエディションを導入しパ
ターンの自動更新を実施）

• ＳＰＡＭメールについては、どの企業も対応を検討し
ている。
– 試験的にドメインブロックやフリーメールのブロック等で対
応。

– ＩＳＰのサービスを利用しているところもある。

• スパイウェアについては、大半の企業が導入済みの
ウィルス対策ソフトで対応、または対応のバージョン
への移行が予定されている。

• ゲートウェイでのスパイウェア検出やネットワーク内
の異常監視とアクセス先のＵＲＬ接続制限を行ってい
るところもある。



第３２回 情報システム研究会より

各社の最近のウィルス対策状況について（２）
• Winny対策については、どの企業も規定では導入
禁止となっているが徹底に不安がある模様（社員、
役員等、取引先から問合せが増えている）。

–導入されても通信が出来ないようにしているとこ
ろもある。

• 自宅ＰＣの利用と情報持ち出しについては、規定だ
けでは限界がある

• 現場への展開は、以前はＣＤ等による配布を行って
いたが、社内との接続環境が整ってきたこともあり
ネット配信を行うところが増えている。



スパイウェア (Spyware) とは

ユーザに関する情報を集めて記録し、更には集
めた情報を予め設定された特定の（情報収集
者である）企業や団体・個人等に送信するソ
フトウェア。
– キーロガーなどに代表される、ユーザーの操作を監視す
るもの

– コンピュータ内の特定のデータファイル等を検索し、それ
らを勝手に転送するもの

– 広告(特にアダルトもの)を送り付けたり、閲覧する事を強
制するアドウェア

– ユーザのコンピュータに重大な問題があると偽りメッセー
ジ出し、ソフトの購入を要求するもの ．．．



例えば、こんなソフトウェアでも調べられます





第３４回 情報システム研究会より

設備業界動かないコンピュータ事例情報の交換（１）

各社で発生した不具合事例集を「設備業界動かないコン
ピュータ事例」として情報交換した。

件数的には、ハードウェア関連の問題、ＤＢＭＳ関連のもの
が多かった。

【ＤＢＭＳ関連ほか】

・ 基幹システムの応答速度低下について（３例：画面系２例、
帳票系１例）

・ＤＢＭＳ自体に起因する不具合発生事例について（４例：
Oracle２例：SQLServer２例）

・グループウェアのダウン、インデックス破損等、バージョン
間での非互換性の問題



第３４回 情報システム研究会より

設備業界動かないコンピュータ事例情報の交換（２）

【ハードウェア関連】
・ 拠点間ネットワークの本社集中によるトラブル事例
・ ＶＰＮルータのファームウェアの更新に伴うクライア
ント側ルータとの相性問題

・ ＬＡＮのループ
・ 熱暴走による基幹スイッチングハブの障害事例
・ 支店ファイルサーバーの容量増大
・ 海外からのインターネットＶＰＮ利用時の問題



第３４回 情報システム研究会より

設備業界動かないコンピュータ事例情報の交換（３）

【メール関連】
・ メールサーバの容量問題
・ 迷惑メール対策（２例、うち１件は導入時の問題）
・ ウィルス対策ソフトパターンファイル不備によるウィ
ルス誤検知について

・ 分割メール（outlook expressの独自機能）に関す
る問題（２例）

・ ＵＰＳの設定、故障に伴う問題（２例）



第３４回 情報システム研究会より

設備業界動かないコンピュータ事例情報の交換（４）

【セキュリティ対策ソフト関連】

・ ウィルス対策ソフトとＷｅｂシステム間の相性問題

【グループウェア関連】

・ グループウェアサーバーの障害並びに解決までの
メーカー対応の問題

・ Web業務システムのスピード

【電子入札関連】

・ 電子入札時のレスポンス問題

・ 電子証明書の不具合に関するもの



ハード障害の最終的な解決まで半月を要
した事例 （１）

２／６本のHD

に故障

サーバーにア
クセスできな
いよ！

情報システム部門

サーバー管理の
委託先に連絡しA

氏に対応を依頼

口頭で問題なしと報告ディスク２本交換とデータ
の復旧完了しましたと報告

再起動後６本
ONLINE表示。
問題なしと判断

ディスク交換せ
ず



ハード障害の最終的な解決まで半月を要
した事例 （２）

情報システム部門

１週間後

サーバーか
らアラート

ディスクランプは正
常であったがコン
ソールがフリーズし
ていた。再起動後
正常稼働を確認



ハード障害の最終的な解決まで半月を要
した事例（３）

ディスク6本中2本
がDEADであるこ
とを確認。ディスク
を交換

２週間後

サーバーから
再度アラート

ディスク以外の故
障の可能性をメー
カーの別な保守員
に連絡

サーバー管理の委託先A



ハード障害の最終的な解決まで半月
を要した事例の総括

• A氏はディスクの破損と判断し、保守員B氏に
作業を依頼。

• A氏はB氏による作業を見ていなかったという
事と、最終的な作業の報告を口頭で受けた
為、A氏の見解とB氏の作業内容に相違が
あった。

• 結果的に復旧まで約半月ほどかかってしまっ
たという事実。



情報システム研究会へのお誘い

第四条（会員）

本会の会員は、会の目的、会則に賛同し、参加意欲のある方
を対象とし、入会は、幹事会の承認を以って入会とする。

会則より

各社情報システム部門で入会希望の方は、
各幹事までご連絡ください。

株式会社朝日工業社 船戸
川本工業株式会社 井口
ダイダン株式会社 八田
三機工業株式会社 青木
新日本空調株式会社 島澤
東洋熱工業株式会社 辻谷

ご連絡お待ちいたしております



第二部
• PC関連の四方山話です。

• Work君のための仕事術あれこれ
– NONーCADな話題が中心です

–事例はPCの諸設定に極力影響のないようなものを
中心に選びました。
• こんなこと知っていますか

～Google検索術

• 入力の省力化技術あれこれ ．．．



秋の夜長 もっと辞書を鍛えよう

この業界読めない、書けない字、一度で変換で
きない文字が多いですよね

斫（しゃく）り

鑿（のみ）井工事

屎尿（しにょう）浄化槽

亜鉛鍍（と）鉄板



塩ビライニング鋼管なんてのも
一発変換できませんけど．．

• Windows VISTAの話が出ていますが、PCを
入れ替えるたび日本語変換が元に戻る（頭が
悪くなっている）という現象に遭遇することって
ありませんか。

• パソコン仕事のうち非常に長い時間を要する
ものは文字データの打込みではないかと思い
ます。ましてや一本指打法においてはなおさら
です。

• こんなとき、辞書の保存と復元について覚えて
おくとよいでしょう。



こんな風に辞書登録します

• 読み、漢字、品詞をタブで区切ったテキ
ストを用意して、ファイルに保存します

ふぐた鰒田 固有名詞

たらお 鱈男 固有名詞

ますお鱒男 固有名詞

たいこ 鯛子 固有名詞

• 後は、これを辞書ツールで読み込むだ
けです



①IME2003なら[ツール]→[辞書ツール]

②[ツール]→[テキストファイルからの登録]

③ファイル名指定

④登録完了



鰒田

鰹

鯛子

鱒男
鱈男

サザエさんの本名は鰒田サ
ザエで、夫は鱒男さん、息子

は鱈男です。
なんて簡単に入力できるかも．．．．



検索エンジンGoogleでの検索の基本
• +(プラス記号)

グーグルでは、あまりにも日常的な言葉はストップ語として無視
される。それらを検索対象に含める場合には、「＋」記号を
キーワードの前につける。
例)東熱+空調設備

• “”(ダブルクォーテーション)

人名や日付、あるいは複数の語を含んだ熟語は、グーグルが
勝手に分割して検索する。完全一致検索で防ぐことが可能。
例)”2006年12月6日”

• *アスタリスク
キーワードに半角の「＊」を含めると、任意の文字列を表す「ワ
イルドカード」として使用可能。うろ覚えの言葉が検索可能。
例)意気*沈

• グーグルで、より効率的に検索するためには、「特別構文」を使
いこなそう。キーワードと組み合わせたり、複数の特別構文を同
時に使って、より精度の高い絞り込み検索をすることができる。



用語を間違って覚えていませんか？
あるいは、使っていませんか？

• シュミレーション

• コミニュケーション

とか．．．



×シユミレーション

○シミュレーション

simulation

システムの構造あるいはそこで起きる現
象に注目してモデルを作り，それを操作
して解を導いたり，挙動を分析したりす
ること．→模擬実験．［環･計･都］



シミュレーション ＶＳ シュミレーション

空調 シュミレーションだと３２０００件

空調 シミュレーションだと１９万件

インターネットに接続して検索するとこんな結果が得られると思います



OR検索を使い
空調 （シミュレーション|シュミレーション）
としたら、１９万３千件検索されました



Office共通 リピートはF4

エクセルでもＷｏｒｄでも

ＯｆｆｉｃｅはＦ４でフォントの

設定や、セルの属性変更

など一つ前の動作を繰り

返せます

Ｆ４



Officeの基本はコピーにノリにハ
サミです

ＣＴＲＬ＋Ｃ
コピって

ＣＴＲＬ＋Ｘ
切って

ＣＴＲＬ＋Ｖ
貼る



Excelで１行おきに網掛けするには

確かにF4で繰り返しも
よいが

老い先短いのに、むざ
むざセルの色塗りだけ
に時間を費やしたくな
い。

もっと効率のよい方法
はないのか。



Excelで１行おきに網掛けするには

なんとか、ワークシート関数とか、メニューからの操作で実現で
きないかと調べたら、３ステップでできてしまうようです。

–まず、１行おきに網掛けしたい表のセル範囲を選択
します。

– メニューから［書式］－［条件付き書式］を実行して、
• 左側のボックスで「数式が」を選んで、右側のボックスには
「=MOD(ROW(),2)=0」と入れます。

• おまじないの意味は、行番号を２で割って、あまりが０、つまりは偶数
行という意味です。

• 奇数行なら、「=MOD(ROW(),2)=1」だし、３行ごとなら、
「=MOD(ROW(),3)=0」とかします。

–ダイアログにある、［書式］ボタンを押して、好みの網
掛けを指定すれば、一丁上がりです。



「=MOD(ROW(),2)=0」
と入力して、書式設定

囚人、しゃばに、「もどろう
に」と覚えてね！！



値０を含んだデータを含めないで
平均をとるには

• AVERAGE関数は、数値のみを対象にする
ので、値０のセルがあると思った結果が得ら
れないことがある。

• 「平均」は「データの合計」を「データの件数」
で割ったもの

• 「データの合計」をSUM関数で、「データの件
数」をCOUNTIF関数で「０以外」という条件を
つけて算出し、割り算を行う。



=+SUM(B2:B6)/COUNTIF(B2:B6,"<>0")



！ＤＩＶを表示しないためには

IF関数を使いましょう

=+IF(B3=0,"",A3/B3)



何でもExcelは疑問です

• Excelの限界は65536行×256列です

– １秒で１行分として使うと、１８時間しか持たないということ
です

– 会社のＤＢの中身をそのまま出力できない？

• データが多くなると表示に時間がかかる

• 将来への互換性は大丈夫ですか？

• Ｅｘｃｅｌから生成したＨＴＭＬはゴミ

が多すぎます？

要は適材適所です



Wordで一太郎の文書ファイルを読み
込むことができる

書式や罫線な
ど多少乱れま
すがWordでも

一太郎文書は
読み込むことが
できます



Wordでスペースを使わずに段落の先
頭を揃えることができる

インデントを使
いましょう



Wordでは１行毎に改行しない！

行毎に改行して
インデント変える

と．．

インデントするな
ら段落で改行



Wordで目次を自動作成するには

• 書式設定で見出し１～見出し３を設定

• [挿入]→[参照]→[索引と目次]で目次作成



Wordで索引を自動作成できる

• 目次よりも少しだけ高度なテクが必要

• 自動抽出のためのファイルを用意した方が便利

まず索引登録してく
ださい



索引が抽出
されます



PDF中からキーワードを検索する

テキスト選択ツールを押して
おいて、検索ボタンをクリッ

クします

キーワードを入れ
て検索開始です



検索できました



パワポの印刷にプリンタのＮアップ機
能を使ってみる

Xerox

では複数ページを１
枚に印刷する方法を

Nアップと呼ぶ

パワポの印刷
指定画面を
色々調整して、
どうやって印刷
しようかと悩み
ます！！



発想を転換しましょう

パワポは「スラ
イド指定」です

両面印刷や、Nアッ

プはプリンタ・ドライ
バに頑張ってもらい

ましょう



付録



特別構文検索（１）
• intitle:キーワード

タイトルにキーワードを含むページを検索。ここでいうタイトルとは、ホームページを開いた
ときに画面上部に表示されるテキストのこと。

例）intitle:トイレ
例）intitle:東洋熱工業

• allintitle:キーワードA キーワードB
タイトルにキーワードAとキーワードBをすべて含むページを検索。「intitle:」では１つの
キーワードしかタイトルの検索ができないが、こちらはスペースで区切ったキーワード
すべてが検索対象になる。

例）allintitle:トイレ 便所 厠

• intext:キーワード
本文にキーワードを含むページを検索。<body>～</body>の間に記述されたキーワード
の検索。メタタグの箇所は含まれない。

• allintext:キーワードA キーワードB
本文にキーワードAとキーワードBをすべて含むページを検索。

• inanchor:キーワード
本文にキーワードのアンカーテキストを含むページの検索。<a href="○○○○" >～</a>
の間に記述されたキーワードの検索。

よそのページからこのキーワードテキストでリンクされているページも検索される。
Google 検索: inanchor:18歳未満



特別構文検索（２）
• allinanchor:キーワードA キーワードB

本文にキーワードAとキーワードBのアンカーテキストを含むページの検索。

• site:サイトURL キーワード
指定サイト内だけを対象にして、キーワード検索をおこなう。「サイトURL」のhttp://は、あってもなくても

構わない。
自サイトの場合、Googleにインデックスされているページや、順位が確認できる。
なおさらに、サイトトップに限らず、ページのURLでも検索可能。つまり「site:ページURL キーワード」。

以下同様。
例)site:tonets.co.jp 新技術

• site:サイトURL inanchor:キーワード
指定サイト内の、キーワードのアンカーテキストを含むページの検索。ある程度、アンカーテキストマッ

チを確認できる。
なお、「site:サイトURL allinanchor:キーワードA キーワードB」という検索式は使えない。

• link:ページURL
指定ページにリンクしているページの検索。ただし、リンクのすべてが現れるわけではない（PageRank

が4以上のものに限定されているといわれている）。
例)link:www.tonets.co.jp

• related:ページURL
指定ページに関連しているページの検索。

• inurl:ページURL
キーワードの全部または一部がURLに含まれるページを検索する。他の特別構文とセットにすると便

利に使える。
例)Inurl:news 空調



特別構文検索（３）
• allinurl:ページURL

URLの全部または一部に含むページを検索する。サイトのインデックスを確認するには、inurlよりこち
らの方が厳密。他の特別構文とは一緒に使うことはできない。

• info:サイトURL
この構文は、キャッシュ、関連したページ、リンクしているページ、含むページなど、指定サイトの情報へ

のリンクを出す。

• cache:ページURL
指定アドレスのキャッシュを表示する。グーグルではサイトを別サーバで管理しており、消滅したサイト

でもこの構文で探し出せる。
Cache:サイト URL

• filetype:
いわゆるファイル名の拡張子を対象に、それを含むページを検索する。インターネットには、ワードやエ

クセルなど、ホームページのファイル以外にも様々なファイルが存在する。それらをピンポイントで
探し出せる。

例)filetype:pdf ヌード

• daterange:
指定された日付や期間に、Googleにインデクシング(登録)されたページのみを検索する。もちろん、他

の特別構文とセットで使う。ある一定期間内に起こったニュースなどを調べるときに便利。ただし、
ユリウス暦を用いる。

例)Daterange:2453371-2453736


