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『ハンドメイドアクセサリー』編
プロット運用部Hさんの趣味はハンドメイドアクセサリー！
今回は手作りの魅力をじっくり語ってもらいました！

141

−
−−はじめに、ハンドメイドアクセサリーを始めたきっかけを教えて
もらえますか。

ニュース

Hさん

元々ハンドメイド作品に興味があり、よくお店やネットショッ

プなどを覗いていたのですが、次第に自分でもやってみたいという
気持ちが大きくなり、手始めにとキットを購入したところから本格的
にはまって、休みの日や空き時間に手作りするようになりました。

ISO27001、
ISO9001認証取得

あとは好みのアクセサリーをお店で探すのも楽しかったのですが、
自分自身の好みはやはり自分が一番よく分かっているだろうと思い、
いっそ手っ取り早く手作りしてしまおうと考え、自作している部分も
あります。
−
−−ハンドメイドの魅力を教えてください。
Hさん

自分の好きなものをたくさん詰め込んで作ることができると

いう部分が一番の魅力だと思っています。
使いたい色も使いたいパーツも自分の思い通りにできるので、作る工程はもちろん、完成し
て身に着けるのも、とても楽しいです。自分だけではなく、友人へプレゼントした際に喜ばれる
と私としても嬉しく、また次を作るぞという活力にもつながっています。最近では、アクセサリ
ー以外にもブックマーカーやボールペンなども自分好みのものを作成できたりするので、いろ
いろな場面で自分の好きなものを手元に置いておけることに、すごく満足感を感じています。
−
−−ハンドメイドと聞くとお金がかかりそうなイメージがありますが。
Hさん

最近は100円均一のショップなどでもハ

ンドクラフト関係の製品がたくさん出ているので、
イメージよりはお手軽に始めることができます。
他にもネイルパーツや押し花、マニキュアなど
も作成に使う事ができるので、探してみると案外
身近なものでいろいろと作れたりすることもあり

連載企画

「Web業界最新事情」

第134回

Memory Drive
一般的なパソコンやサーバーにはそれぞれメモリが存在し、これ
らは短期的なデータ保管場所として機能します。原則として、メモ
リの量は多ければ多いほど良く、数多くのプログラム、アプリケー
ションを同時かつスピーディーに実行できます。いわゆるLinuxや
Windowsなどの現代的なOSには「仮想記憶」と呼ばれる機能が備
わっています。
仮想記憶とは、物理メモリに保持されている内容を一時的にスト
レージへ待避させ、そこへ別の内容を書き込める仕組みです。この
仕組みにより、OSは物理メモリの容量を超えてメモリを割り当てる
ことができるようになります。
Western Digitalは2018年11月12日、この仮想記憶のような仕組み
を用いてメモリ容量を最大8倍にまで拡大できる「Ultrastar DC ME200
Memory Extension Drive」
（以下、Memory Drive）
を発表しました。
Memory Driveの物理的な構成は、NVMeインターフェイスを備え
た高速なSSDです。
このNVMe SSDと独自のソフトウェアを組み合わせることで、ア
プリケーションに対して透過的に振る舞いつつ、あたかも搭載した
物理メモリ以上の大容量メモリを備えているかのように動作し、
RedisやMemcachedなどインメモリ処理を行うアプリケーションな
どのデータ容量が向上するとしています。
これまでもSSDを用いてメインメモリを擬似的に拡張する試みは
ありましたが、一般にSSDに用いられているNAND型フラッシュメ
モリはDRAMと比べて桁違いに遅いため、DRAMを置き換えられる
ほど十分な性能を引き出すのは難しいと考えられてきました。ある
いは特別な変更をアプリケーションに加
える必要がありました。
今回のWestern Digitalが発表したMemory
Driveは、そのSSDの遅さをソフトウェア
によるプリフェッチを高度化させること
で解決しようとしている点が、これまで
にない点といえそうです。

ます。ただ、始めようと思うものによっては器具
が必要になってきたりもしますので、そのあたり
は自分自身と要相談です。

見逃した方も安心！

−
−
−最後に一言お願いします。
Hさん

難しそうと感じる方もいるとは思います

オンライン WEB セミナー「ウェビナー」の
オンデマンド配信スタート !!

が、最近は大きいショッピングセンターでワーク
ショップを行ったり、必要な素材がすべてそろっ
たキットなども販売されていますので、割とお手

定期開催しているオンライン WEB セミナー「ウェビナー」につきまし

軽に始めることができます。

様々な業界で進むサイバーセキュリティ対策

『金融機関』編
連載
企画

プロット調査隊が行く！

「京都タワーサンド」編

見逃した方も安心！
in

て、当日ご参加いただけなかったお客様や繰り返し視

持っていただけたなら、

いろいろなお店を訪れて頂ければ、更に発見があ

聴したいというご要望にお応えしてオンデマンド配信

るかもしれません。

を開始しました。いつでもどこでもご覧いただけます。

現在配信中動画
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2018年12月18日開催分
「90 分でまとめて学ぶ！インターネット分離とファイル無害化」
〜インターネット分離の基礎からファイル無害化、
仮想ブラウザまでをデモを交えてご説明します〜
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T.K.さん
からの質
問

京都によ
く観光で
行くの
ですが、
新幹線の
待ち時
間を退屈
なく過ご
せる
場所って
ありませ
んか？
調査をお
願いしま
す！

様々な業界で進むサイバーセキュリティ対策
『金融機関』編
金融機関における強靱化背景
● 金融庁は平成27年7月
『サイバーセキュリティ強化に向けた取組方針について』
のガイドラインを提示

「京都タワーサンド」編
今回は、京都タワーの中にできた京都の新名所！京都駅前すぐにある商業施
設「京都タワーサンド」を調査してきました！

京都タワーサンドは2017年4月14日にリニュー
アルオープンした商業施設で、京都タワーの地
下1階から2階にある施設です。
フロアごとに「美食」「土産」「体験」とい
うコンセプトが設けられ、「美食」の地下は飲
食街になっており、和洋中など様々なグルメや
お酒を楽しむことができます。京都にちなんだ
抹茶系スイーツや京野菜を利用した料理なども
味わえます。
「土産」の1階はおみやげ物売り場となって
おり、八つ橋などの定番ものもあれば、お箸
やがま口の専門店、お香や練り香水の和雑貨
店など、京都を感じることのできるお店が並んでいます。
2階は「体験」コーナーになっており、伝統工芸や生八つ橋の手作り体験が
できるスペースになっています。
また、このビルは京都タワーの展望室へも繋がっているので、展望台へ上が
って、風景を楽しむことができます。
海外からの観光客の増加に関する
ニュースが増えて久しいですが、そ
の中でも京都への観光客数は特にめ
ざましいものがあり、観光客の消費
額は1兆円（！）を超えるようになり
ました。それに伴い、京都の観光名
所や各種交通機関の整備、また商業
施設の再開発がとても活発になって
います。
皆さんも京都で観光をされた際は、
京都タワーサンドや京都タワーにも
行ってみてはいかがでしょうか。
地下鉄烏丸線

京都タワー
武田病院

● 巧妙化する脅威に対しネットワークの分離に加えた新たな対策を必要視

かねてよりネットワーク分離が行われていた金融業界にて、異なるネットワーク間でのファイル授受を行
物理分離環境において、
ファイル授受をUSBで行
うケースもありますが、
「 誰がいつ何のファイルを

うシステムとして
「Smooth File ネットワーク分離モデル」
を採用いただいています。業務上やむなく基幹

持ち込んだのか分からない」
「移動ファイルがUSB

系（勘定系）
に取り込むファイルに対して、無害化処理を行うことで、
ウイルスなどの感染リスクを最小限

に残ったままになっていたことがあった」
などの背

に抑えた運用を実現しています。
ファイルアップロード時の上長承認機能も標準機能として装備している

景や課題によって、
ファイル授受を実現する仕組

点も評価をいただいています。

みとして
「Smooth File ネットワーク分離モデル」
が採用されています。

インターネット接続系
ネットワーク

基幹系
ネットワーク

ローカル

FILE
物理分離とは
ネットワークケーブルの結線をせずに物理的に
分離する方法

インターネット

重要
ネットワーク

リスクを許容する
ネットワーク

インターネット
接続 不可

インターネット
接続 可

インター
ネット

メール
無害化

FILE

ファイル
無害化

添付
ファイル
隔離

FILE

FILE

FILE

ネットワーク分離モデル

L3スイッチなどでのルーティングを行いネット
ワークを分離する
「論理分離」方法もありますが、
業界によっては完全に切り離すこととなる
「物理分
離」
を強く推奨しているケースがあります。

アクアファンタジー

紛失 / 流出リスクを伴う USB の使用を制限

京都タワーサンド

JR 京都駅
東海道新幹線
新・都ホテル

● サイバー攻撃の高度化に伴い、
ネットワークの多層防御を更に強化する必要があることを提言

所在地
ホテル京阪

〒600-8216
京都市下京区烏丸通七条下る
東塩小路町721-1

※
「Temp Box メール無害化モデル」
と連携利用することでメールに添付されたファイルの自動無害化処理なども可能です。

詳しくは、営業担当までお問い合わせください

0120-40-2610

E-mail:sales@plott.co.jp

