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自信作

初詣
　1月4日、花園神社へ初詣に行ってきました。
アイロベックスでは、毎年最初の出社日に会社の隣の花園神社へお参
りにいくことが恒例行事となっています。そして、お参りが終わったら、
神社前で社員全員で記念撮影です！
今年は災害や事故の無い良い年でありますようお願いしました。皆
が何らかの形で、社会に貢献できれば、安心して暮らせる世界にな
ると信じています。

　Webコンサル部 山田の手作りケーキです！
真中をくり抜いてリースに見立て、花びらもひとつひとつ絞ったそうです。あまりの出
来栄にしばし見とれ、最後は美味しくいただきました。（また作ってね！）

社内潜入調査！！侵入者を阻止せよ！！～ File ： 7 ～

みなさん、お正月にお餅を召し上がりましたか？私の家は
白味噌を使ったボリュームたっぷりのお雑煮です。里芋や
白菜、大根などの野菜もたくさん入っているので、それほど
カロリーは気にならない .... かな。お餅は地域や家庭によっ
て色んな食べ方があって面白いですね。

埼玉県志木市

　こんにちは、システムソリューション事業
部の大島です。今月は私の地元、埼玉県志
木市についてご紹介します。

　去年、荒川にアザラシが迷い込んだと
ニュースになりましたので、もしかしたら「埼
玉県志木市」という地名を知っている方も
いるかもしれませんが、基本的には駅名を
言っても分かってもらえない、マイナーな地
域です。今回はそんなマイナーな地元の私
的見所をご紹介します。

見所 1：長勝院旗桜（チョウショウインハタザクラ）
志木市内にある有名な桜です。
なんと世界に一つしかない新種の桜だそう
で、樹齢は約 400年と言われています。
市内ではこの桜にちなんだ和菓子やお酒が
売られていて、時期になると「ハタサクラ」と
いうのぼりをよく見かけるようになります。

見所2：志木駅前（期間限定）
志木駅東口駅前広場では、期間限定でイルミ
ネーションを見ることができます。
広場に植えてある木が青色メインのライトで装
飾され、いつもと違うちょっと幻想的な光景に
なっています。2月16日までやっているようで
すので、近くにお住いで興味のある方は足を運
んでみてはいかがでしょうか。

見所 3：お菓子
志木市内には、洋菓子と和菓子のお店が結構
な数あります。お持ち帰り専門から、イートイン
可能なお店、わかりやすいお店から、一見普通
の民家のようなお店まであります。
私は散歩が好きなので、ぶらぶら歩きながら気
になるお店に入ったりします。

私的な見所はこれぐらいですが、志木市の
ちょっと良いところ、少しは伝わったでしょうか。
東武東上線沿線にお住まいの方がいらっしゃ
いましたら、一度立ち寄ってみてください。

執筆：システムソリューション事業部　大島美佳
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クラウドサービス時代に完全突入
「Amazon GoogleそしてMSも・・・」

代表取締役社長  杉山 淳子

　明けましておめでとうございます。
アイロベックスとして今年は 23 期目に突入しま
す。常に基本を忘れず、その上でお客さまのお役に
立つために、時代にあったご提案をしていきたいと
思います。

　ここ最近の潮流として、言うまでもないことです
がモバイル端末が急速にタブレットやスマートフォ
ンに代わっていることを強く感じています。
同時に、アプリは、フリーで使えるものが多くなっ
てきていて、そのストレージ（保存容量）は、びっく
りするほど増えています。
Dropbox (2G）,Evernote(60M/月 ), Google 
Apps[Gmail (7G),Google ドキュメント(1G),
Google カレンダー etc] などです。
これらに共通する考え方としては、データやドキュ
メントがWebで使える場所（クラウド）に保存さ
れること。PC、iアプリ、Androidといった端末ご
とにアプリが提供されている。といったところで
しょうか。

　さて、誰しもがクラウド、スマートフォンで最初に
使うのは、「グループウエア」のようなもの、メール、
カレンダ、ドキュメントといったところでしょうか。ア
イロベックスも、実は、GoogleAppsに自社メール
を移行しています。

Gmail については、無料でも自社ドメインが使え
るのですが、サーバの可動性 99.9% を重視して
有料プランであるプレミアムプランを利用しています。
ただ、仕事上、頻繁に利用しているMicrosoftOf-
fice のドキュメントについては、メール添付で相
手に送信したり、　ストレージでの共有を利用し
てあくまでもクライアントPCで作成、編集してい
るのがこれまで一般的でした。

実は、Office2010では、メニューの「保存と送信」
から「Webに保存」が選択できています。SkyDrive
という Microsoft 提供のクラウドのストレージを
無料で使用できて、他の人と共有も可能です。
Hotmail のようなマイクロソフト社のメールアドレ
ス（これもフリー）が必要となりますが、
SkyDriveは、なんと25G(!!) がフリーで使えます。
容量からいったら最強のストレージとなります。
無料のオンラインストレージ
http://windowslive.jp.msn.com/skydrive.htm

　次から次へと新しいサービスやバージョンが登
場しています。クラウドという言葉自体がどこにあ
るか分からずとも使えることがコンセプトだったわ
けで本当にそんな時代なんですね。

- 現場が選ぶ！オススメのアプリ-

――さて、皆さんスマートフォンをお使いかと思
いますが、外出時に資料を見る際どんなアプリ
を使ってますか？――

岡部
私は iphone を使ってますので “JotNot 
Scanner” で写メールで撮った画像をスキャン
加工し、PDFにしています。会議でホワイトボー
ドに書かれた内容をカメラで撮り、資料のペー
パーレス化を心がけています。外出時の荷物
減って楽ですよ。特に説明書き等読まなくても、
直感で操作できるので非常に使いやすくお勧め
です。

――それは便利そうですね！個人的に学生時
代に欲しかったアプリです。――

資料を見るのは “GoodReader”ですね。
こちらはPDFだけでなくExcel、Wordはもち
ろん、音声、動画まで幅広く対応しています。
大きめの PDF ファイルでもさくさく閲覧できま
す。フォルダの圧縮・解凍、ファイルやフォルダ
へのパスワード設定など盛りだくさんです。仕事
のメールを受信し、出先で添付資料を確認する
際に非常に役立っています。

――ちなみにアプリはいくらなんですか？――

“JotNot Scanner” が 170 円、フリー版もあ
ります。“GoodReader” が 450円ですよ。

――安い！それだけできて、その価格は。――

そうですね。
当社でもSmartPhone、タブレット向けのアプ
リ開発を行っていますので、新規アプリ開発でお
困りの方は是非ともお声掛けくださいませ。

-現場が選ぶ！オススメのアプリ-

千葉さんは Android を使ってるそうですが、
Office を見るのに便利なものを教えて下さい。
――

千葉
ここではあえて「Googleドキュメント」を推して
おこうと思います。やはりGoogle のサービスと
連携してこそ、Android 端末の本領発揮です！
実際、Googleドキュメントとの連携はかなり便
利です。端末に紐づけているアカウントがそのま
ま使えるので、アプリ起動時に登録等を行う必
要もありません。すべて無料で使える事も大きな
強みだと思います。

但し、Office文書をGoogleドキュメントに変
換した場合、多少のレイアウト崩れが気になる
こともありますが、外出先等で内容の確認をす
るだけであれば、十分だと思います。

――出先で見るくらいなら、内容を確認できれ
ばいいですね。編集もできるんですか？――

ドキュメントの作成や修正は PC で行い、
Android 端末では確認に留めておく、というの
が良いのではないかと思います。もし、編集もし
たいという場合は幾つか使いやすいアプリがあ
るので、そちらをご紹介します。

――なるほど、それぞれの特技を活かして使い
分けしたほうがいいですね。――

Office文書を閲覧、編集できるサードパーティ
製のアプリの中は、色々出ています。Officeに完
全互換というわけではないですが、ほとんどの
Office 文書を近い状態で表示、編集できるの
でおすすめです。

有償のソフトですが、7日間のトライアル版な
どもあるので、使い勝手等試してみると良いと思
います。PDFビューアもセットされています。

Office 365 とは ?

さまざまなクラウドサービスが世の中には出回っています。
Microsoft 社も「BPOS」という名前でクラウドのサービ
スを提供していましたが、昨年より次期バージョンの
「Office 365」と名前を変えて新しいサービスを提供し始
めました。
では、Office365でできることって何かというと？

Office クラウド クライアントに Office がインストール
されていなくてもWebブラウザ上で Office が使えます。
これは「Office Web Apps」と呼ばれています。
「Word、Excel、PowerPoint のオンラインでのドキュメ
ント表示機能と基本的な編集機能」とMicrosoft は唱っ
ています。
表示がきちんとされるだけでも仕事上の便利さは変わっ
てきますよね。編集は、全ての機能ではなく『基本的』と
あるところに注意です。

　また、クラウドとしてOffice サービスがまとめられた
ことにより今までメールサーバやグループウエアは他社
を使用していた企業さんもこれらのサービスをまとめて
Microsoft のクラウドで利用することが身近になりました。
Outlook＋Exchange サーバで実現していた使い勝手
の良いグループウエアや「SharePoint Online」というク
ラウド上でドキュメント管理を行うサービスがこれです。
Googleカレンダーのような「予定表」機能も備えていて
予定が変更されたらメール通知してくれるよう設定する
こともできます。インターネット接続さえ可能であれば、
どんな場所からでもアクセスできます。社内や社外の人
をメンバに加えて管理でき、プロジェクトチームなどでの
ファイル、スケジュール、情報共有にとても重宝します。
信頼性の高いセキュリティ制限のかかっているクラウド
上に最新版ドキュメントを編集したまま共有できます。
だから、メールの宛先指定ミスなどによる情報漏洩や古
いドキュメントを送ってしまうミスを防ぐこともできると
いうわけです。
　但し Office Web Apps は現時点では、携帯やス
マートフォンではViewerの提供にとどまり、閲覧のみと
なっているようです。
スマートフォンで別アプリを有償で購入というのは、まだ
不便ですね。クラウド後発の（？）Microsoft の今後の頑
張りに期待したいと思います。

Microsoft365のサイト
http://www.microsoft.com/japan/office/365/de
fault.mspx
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「Office Web Apps」でExceを開いた時の画面

「Share Point Online」予定入力画面

「Share Point Online」カレンダー画面
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