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渋谷区幡ヶ谷
執筆：システム開発事業部 加藤
私が住んでいるのは、東京都渋谷区
幡ヶ谷です。
３年ほど住んでいますが、
元々、父親の実家があったので、子供
の頃から慣れ親しんだ土地です。
ちな
みに、父親の実家の隣に住んでいます。
昔ながらの商店街が今も残っていま
すが、子供の頃の遊んでいたお店は、
ほとんどなくなってしまっています。駅
前は、常に新しいお店が出来ては消
え、飲食店の弱肉強食の競争が続いて
います。幡ヶ谷は私が愛してやまない
地元なのですが、、、基本的に、駅と家
の往復しかしたことがなく、非常に限ら
れた範囲でのスポット紹介になります。
１）居酒屋せじけん
お 笑 い 芸 人 の 千 原 せいじさんが
オーナーの居酒屋が駅前に２軒ありま
す。芸人さんが店員として働いており、
客引きの勢いがすごいです。
たまに、少
し迷惑なことがありますが…何事も、
やりすぎはよくないですね。芸能人の
方もたまに来店される店らしいです
（テレビの情報）。実際に、私はお店に
入ったことがないので、お店の評判を
レポートすることはできません。

3）
せじけん青茶屋
これまた駅前に、お笑い芸人の千原
せいじさんがオーナーの甘味処があり
ます。店のウィンドに千原せいじの似顔
絵らしきものが貼ってあります。以前は、
ちょっとお洒落なイタリアンバーがあっ
た場所に、
いつの間に、
出来ていました。
最近、新しいお店ができると、千原せい
じさんが絡んでいるのではないかと思っ
てしまうくらい、勢いがあります。幡ヶ谷
は、どこまで千原せいじさんに席巻され
ていくのでしょうか、今後が楽しみです
（笑）

先月ショールーミングのお話の中でネッ
トショップ（EC サイト）についても書かせて
いただきましたが、ネットショップの新規構
築と同様に既存のネットショップの改修に
ついてのご依頼も増えています。

抑えておきたい
EC サイトのお作法

執筆：ITコンサルティング事業部
村上 宜久
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２）
せじけんスタジオ
これまた駅前に、お笑い芸人の千原
せいじさんがオーナーのスタジオがあり
ます。以前は、バレエ教室があった場所
なのですが、いつの間にか、あやしいス
タジオになっていました。何をしている
かというと、ダンススクールです。実は、
看板以外は全然怪しくはなかったです。
お笑いに関係あるものかと思いきや意
外でした。

そこで既存のネットショップについて気づ
いたところや改善すべきところを教えて欲し
いといわれることがよくあります。拝見させ
ていただくのですが、意外と基本的なことが
抜けている事に気づきます。
☑ ショップコンセプト、ターゲット、目的が
明確であるか
☑ レイアウトパターンが統一されてものに
なっているか
☑ トッペページヘのリンク設定、
グローバル
ナビゲーションはあるか
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▲ 居酒屋せじけん

▲ せじけんスタジオ

☑ 商品の内容が分かりやすく詳細に表記さ
れているか
☑ リンク切れがない、機種依存文字を使用
していない
etc...
抑えておくべきポイントは他にもあります
が、通常業務と並行して行うのはなかなか
時間が取れないことも確かです。
かと言って
放置しておくわけにもいきません。御社の自
慢の商品に興味を持っていただき、ご購入
までつなげるためにも一度時間を取って
チェックしてください。
これから新規で作られる場合も同様に重
要項目を抑えながら作られることをおすす
めします。

☑ 特定商取引に基づく表記、プライバシー
ポリシーの明記、
ヘルプページ

つい先日、引っ越しました。
この時期の引越しは寒くも暑く
もなく、快適に引越しに臨めましたが、普段の生活では体
温調節が難しい時期です。社内でもフロアの温度調節が難
しいため、各々で扇風機を回し、爽やかな５月の風（人工）
が吹く中で仕事をしています。

ＩＴコンサルティング事業部 kawamoto

アイロベックスのゴールデンウィーク

西安出張レポート

WindowsXP 終了について
教えて！西槇先生
社長のひとこと

西安出張にて

社長のひとこと
王朝の都、西安（しーあん，Xian）
へ行って
まいりました。

中国２千年の歴史と簡単によく言います
が、秦の始皇帝が中国を統一したのは B.C.
２２１年らしいです。今から２ ,２３４年前とな
ります。
その後、長安と呼ばれていましたが日
本人のにはこれが一番分かり易い地域名で
しょう。A.C.600 年からは遣隋使、遣唐使が
おとずれた都です。
なんと聖徳太子の時代で
す。

直行便がなく、空路で乗り換えを含むと
８時間〜９時間位かかります。１４００年も

2014年4月9日にWindowsXPにサポートが終了します。WindowsXPだけが注目されがちですが、
WindowsXPだけでなく、Oﬃce 2003、Internet Explorer 6も同日にサポートが終了になります。
IE6に関しては、
自動アップデートなどで上位バージョンになっていることが多いと思いますので、特に気にする
ことはないと思います。
ただ、Oﬃce2003に関しては、
その使い勝手の良さから、OSはWindows7だがOﬃceは2003のままという
方もいらっしゃるのではないでしょうか？この場合も、Oﬃceのサポートが切れてしまいますので、Oﬃce2007あ
るいはOﬃce2010へのバージョンアップが必要になります。

前にその行程を船、馬車などで行った遣隋
使、遣唐使。そして玄奘三蔵が１６年もか
けてインドから持ち帰った経典が祀られてい
る大雁塔もあります。歴史好きには、たまら
ない観光都市です。

右の写真は、兵馬俑でまんまと騙されて
２０元払って撮った写真です。（兵馬俑を最
初に発見した人という触れ込みで本を１２０
元で買うとサインしてくれる＋写 真２０元
だったが実は、何の関係もない人らしい )
皆様も行く機会があればお気をつけて…

●1番の問題はセキュリティ

代表取締役社長 杉山 淳子

システム開発事業部 張 嵐
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システム開発事業部 大島 美佳

4/26 から 5/1 の間、中国の西安まで出張に行って
きました。私は今まで海外に行ったことが無かったの
で、今回の出張が初の外国体験となりました。
目的地の西安は昔の「長安」という都市で、長い間
中国の首都だったそうです。そのため街全体が高い城
壁で囲まれており、道もほぼ碁盤の目のように整備さ
れています。
ちなみに城壁は幅が広いため、レンタサイクルもでき
ます。私達も挑戦したのですが、その際壁の外にいく
つも建てられている高層ビルやマンションが印象的でし
た。
また今回の出張の目的である中国の会社へご訪問し
た際には、直接会って会話する事の大切さに気が付き
ました。相手の雰囲気や印象などはやはり直接会わな
いと感じられない部分ですし、メールや Skype では話
題にしにくい内容なども話す事が出来たのではないかと
思います。

記事：システム開発事業部
中村 次郎

WindowsXP 終了について

西安は中国の古都で、
日本の都市に例えると、京都み
たいな感じです。
かつての首都ですので、機会があれば
必ず行ってみたいと思っていました。
ただ、国内で鳥インフルエンザの感染範囲が拡大す
る傾向があるそうで、西安の旅に対しては喜びながら不
安も多少ありました。
しかし実際に入国手続きでは、鳥
インフルに対する体温検査などが追加されておりませ
んでした。警備度はそんなに高くないようで、不安感が
少し軽減されました。
西安では協力会社の賈（ジャー）
さんとお会いしまし
た。賈さんとの付き合いは半年ほどで、
スカイプではや
り取りをしてきましたが、対面でお話するのは今回は初
めてです。開発中にあった問題をその場で相談したりす
ることで、
お互いに対する信頼感や理解もより深まりま
した。
会社の訪問以外に、兵馬俑など観光地も見学しまし
た。古都ですので、
さすがに見どころが山ほどあります。
また飛行機から西安の周辺の景色を眺める時に凄く刺
激を受けました。巨大な山々がそびえ立っていて、
自然
の力に感心しました。
今回は短い期間でしたので、機会があればもう一度
西安に行きたいと思っています。

では、
サポートが終了するに当たり、
どこが問題になるのかと言いますと、一番重要になるのはセキュリティー面
ではないでしょうか？
サポート期間中は、各ソフトウェアの脆弱性を修正したプログラムが配布されま
サポートが終了して
す。
おそらく大抵の人は、WindowsのUpdateを
「自動」
にしていると思います。
そう
修正プログラムが配布されなくなると…
すると、知らず知らずのうちに、各ソフトウェアはそうした脆弱性に対応したものにな
り、
ウィルス感染や情報漏えいなどのリスクを回避してくれていました。 サポートが
終了するということはそうした修正プログラムが配布されなくなるだけでなく、
そも
そも作られなくなります。
作られないとなると対応したくても出来ないことになります。
サポートが終了してももちろんXPは使用することは出来ますが、
セキュリティー関
ウィルス感染
連のリスクと常に持ちながら使用することになります。
「屋根が壊れている家」
に住ん
でいるようなもので、
いつ雨が降って家の中の製品が使えなくなるかわからない状態
で住み続けているようなものです。
同じように、
いつウィルスに侵されるかわからない
状態でパソコンを使っているのと同じことになり、企業のパソコンだけでなく、個人の
パソコンであっても、
かなりのリスクを伴います。
情報漏えい
上記の内容を踏まえると、
「雨が降らなければ大丈夫でしょ！」
と使うことも出来ま
すが、
サポート終了後に使い続けるのは辞めるべきだと思います。

●Windows７／８への安易なバージョンアップは危険
では、
サポートが終了するWindowsXPをすぐにでもWindows7、Windows8にすればいいのかというと、
おそらくそうではないと思います。個
人の場合であれば、
OSを購入して入れ替えるか、
新しいPCを購入すればいいのですが、
企業の場合ですとそうもいかないことが多々あると思います。
例えば、現在社内で利用しているシステムが動作するのかなどです。企業で使用し
ている場合は、
周辺にいろいろなソフトウェアがあるので、安易に移行することは出来
サポート終了日
（延長サポート終了日）
※2013年5月現在
ないと思います。
2014年4月9日 2017年4月11日
サポート終了

サポート
サポート
サポート
サポート

サポート終了

●まずは移行スケジュール策定を！
そうすると、仕事でも同じですが、
「スケジュール」
が大切になってきます。
「移行スケ
ジュール」
をどう組み立てて、
どこにリスクがあるのか、
という観点でまずは全体を把
握した上で、WBSのように細かいスケジュールに落としていくのが大切だと思います。
目先の
「サポート終了」
だけに囚われて安易に移行しても、
その後に大きい問題が
発生する可能性がございます。
まずは会社全体でどのようなソフトウェアが動いていて、
どういう対応が必要にな
るのか、
どういうリスクがあるのかを把握したうえで、
スケジューリングすることが失
敗のない移行につながるのではないでしょうか？

Q. お客様が使用しているサーバで
CMS が使用できるか知りたいんだけど？

▲ 西安の城壁からの
眺めです

館にて

物
▲ 陝西省歴史博

▲ 食事も
毎日充実し
ていました
！

串を満喫
▲ 北門街の露店で羊

記事：システム開発事業部
西槇 正俊

よくこんな質問を社内外からうけることがあります。
最近のレンタルサーバ事業社では、サービス紹介のページやマニュアルページ等でメジャーな OSS（オープンソースソフ
トウェア）
のインストール方法を、
自社のサーバサービスで使用する方法や制限事項等が書かれていることが良くあります。
サーバ要件（PHP、MySQL、Perl 等のバージョン）
を満たしていても、サーバ上で特定の操作が禁止されていたり事業者によっては特殊な設定
をされているため、インストールにコツがあることがあります。
それらを知らず、サーバ要件が問題なしというだけでインストール可能と判断し、OSS
のマニュアルだけを頼りにインストール作業を行うと
「マニュアルに書いてある通りにやっているのに、
うまくいかないんだけど？」
となるわけです。
ですので慣れている作業であっても、レンタルサーバのサービス紹介のページやマニュアルの目次だけでも一通り目を通して作業することをおす
すめします。（本音：最低限それぐらいはしてから質問にきてほしい）

