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プロット

連載企画
第64回

「Web業界最新事情」
遠隔バックアップ

『自作オーディオ編』
今回は、オーディオ機器を自分で作ってしまうという、超こだわり派のデザイナーUさん
に自作オーディオの魅力について聞いてみました。
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−
−
−自作オーディオを始めたきっかけはなんですか？
Uさん

ニュース

PC用のスピーカーが壊れて代わりを探していたとき、
どうせならグレードアップしようと

オーディオ用スピーカーを購入。アンプは買うと高いので自作にチャレンジしたのがきっかけです。
−
−
−自作オーディオの魅力といえば？
Uさん オーディオ機器の価値とは、いい音な

ISO27001、
ISO9001認証取得

のはもちろんのこと、美しいデザインやブラン
ド名によって決まります。しかしそれら市販機
器の中身はコストの関係上、ほとんどの電子
部品は量産汎用品で構成されています。
自作オーディオではパーツも自分で選ぶため、
数百万クラスの高級オーディオにしか採用され
ないような高音質部品を好きなだけ使えます。
これら部品も単体では数百〜数千円で手に入
るため、設計次第で高級機に迫る音質も可能。
作る楽しみとコストパフォーマンスの良さが魅
150WのD級アンプ。
中の回路まで美しい仕上がりに。

力です。
−
−
−オーディオ機器を自作するのは難しくありませんか？
Uさん

1から設計するにはプロ並みの電子工学知識が必要です。
しかし先達たちが積み重ね

た技術と経験により、回路図や作例がたくさん公開されているので、回路設計ができなくても作
ることは可能です。近年では、プリント基板と主要部品をセットにしたキットが販売されており、

みなさんが、日々利用しているPCの大事なデータがある日
突然消えてしまう可能性というのはゼロではありません。社内
にはバックアップを取っているがそれだけでは心配という場合
に利用されるのが「遠隔バックアップ」というものです。
遠隔バックアップ（リモートバックアップ）とはデータのバ
ックアップ先に遠隔地を活用する考え方です。PCやサーバー
が設置された場所と同じ場所にバックアップを行う「ローカル
バックアップ」とは違ったメリット・デメリットがあり併用す
ることでバックアップの質を高めることができます。
ただ、遠隔バックアップを導入される際にはそれ単体で検討
すべきではありません。リアルタイムに同期を図り、いつでも
最新のバックアップを取ることが一番ですが、その為にかなり
のコストがかかってしまったり、常にネットワークの帯域を使
ってしまう等が発生しますので目的やそれに伴う弊害、費用対
効果等を考慮する必要があります。
今後、弊社でもバックア
遠隔地
ップ先の遠隔地を増やす等
データ
でバックアップ面の更なる
センター
充実化に力を入れていく次
自社のPC・
第ですので、もし遠隔バッ
サーバー
クアップに関してご検討さ
れておられましたらお気軽
バックアップ
にお問い合わせください。

ハンダ付けができれば簡単にいい音が得られるので人気があります。
−
−
−これから始めてみたいという方に一言お願いします。
Uさん

iPodが普及したおかげでPCで楽曲管理するのが一般的になり、PCとオーディオ

機器を繋いで再生する「PCオーディオ」がブームに。始めるなら今といった感があります。
自作を始めるなら、USB接続のヘッドフォンアンプのキットがおすすめです。

新着

お客様インタビュー

プロ
ッ
info ト

安く簡単に作れて、
うまくできれば高音質を謳うサウンドカードにも引けを取りません。各パ
ートの音がよく聞こえるようになり、いままで埋もれて聞こえなかった楽器パートを発見でき
たりして、好きな曲がさらに好きになれることでしょう！

城北宣広株式会社様
“足かせ”だった大きな2つの課題をSmooth
Fileが解決！お客様を不安にさせない為に、
やりとりするファイルのセキュリティを強化し、
運用を効率化させる必要がありました。

私も…。
ハンダゴテって
どこで買えば
いいのかしら?
次回も
お楽しみに！
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佐藤工業株式会社 管理本部 総務部 情報管理課 課長

株式会社前川製作所様
無料のファイル転送システム利用での懸念
をSmooth Fileで解消、
プライベートクラウ
ドでセキュアなファイル共有を実現しました。

黒田 千歳 氏
机の上がとんでもないことに！ 30W純A級を制作中。

プロット調査隊が行く！

「 東京都観光汽船ホタルナ編」
連載
企画
ット
プロ fo
in
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連載 Web業界最新事情 第64回
企画 「遠隔バックアップ」

企画・編集・発行

制作事業部・企画営業部・ネットワーク事業部・
製品開発事業部（本社）
取材・文：浦野、梶本、内藤、稲田
デザイン：大浜

運用方法や転送ファイルの中身は全く違う2社ですが、
「無料ファイル転送・
共有サービス」への不安や大容量ファイルのやりとりに抱えていた課題は
共通しています。

新着お客様インタビュー
城北宣広株式会社様

株式会社前川製作所様

本
社／〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-5-3堂島TSSビル6・7F
東 京 支 社／〒108-0014 東京都港区芝4-9-1 芝ニシイビル 5F
名古屋営業所／〒453-0801 名古屋市中村区太閤1-20-13 秀幸ビル6F

TEL
（06）
6341-8360
TEL（03）
5730-1400
TEL（052）414-5331
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インタビュー内容は、
プロットホームページの導入事例からご覧下さい！
http://www.plott.co.jp/works/index.php

のご紹介をお願い出来ますでしょうか︒

がけております︒それぞれの建物がもっと
も良い状態で永く使い続けられるために︑
部分へのこだわりと︑全体への配慮を常に
道路・鉄道︑エネルギー施設︑ダム︑河

考えております︒更に︑土木実績としては︑
川・上下水道︑橋梁︑造成︑海洋など︑広

佐藤工業株式会社様︵以下︑佐藤工業︶

弊社は総合建設会社として1862年
範囲の社会基盤に参画しております︒

に創業し昨年で150周年を迎えました︒
﹁建設品質︒﹂をキーワードに︑お客様
の満足度向上に取り組んでおります︒建

含めて卒直にお答えいただいたので好感

生産施設︑住宅と様々な用途の建築を手

育・研究︑福祉・医療︑商業︑オフィス︑

言してしまいました︒これらの機能も利

知する段階で当面は利用できませんと宣

え頂けますでしょうか︒

クラウド導入前までのフ
Smooth File
ァイルのやり取りにおいての課題をお教

築実績としては︑庁舎を始め︑文化・教

を持ちました︒
ますので︑利用方法を検討していきたい

取りなどの場合に限りフィルタリング解除
は無条件で利用できるようにしたいという

して比較検討しましたが︑メールの利用者

佐藤工業

どしか利用していませんが︑ファイル転送

佐藤工業 昨年7月に導入してまだ半年ほ

と考えています︒

用したいという利用者からの要望もあり

クラウドご選定のポイン
Smooth File
トをお教え頂けますでしょうか？

の申請により個人別に利用できるようにし
目的のため利用アカウント数に制限がなく︑

語のメニューで利用できること︑クラウド

受信が同じようにできること︑海外でも英
であり︑何よりわかりやすく使いやすいサ

は社内の多くの方が日々利用するサービス

最初の頃は送信メールの本文からログ

ービスであって欲しいと思います︒

て頂きたいと思います︒

ます︒本日はお忙しい中ありがとうござ

とっても魅力的な観光船です。

感じません。また、ジェラードを販売するカフェも併設されていて、乗船

空が広がり、海の中にいる様な感覚になれます。途

この日は運よく快晴でした。天井を見上げると青

中、隅田川の橋の由来や周辺の名所を銀河鉄道999

のメーテル、星野哲郎、車掌さんのナレーションで

て、涼しい風に吹かれながらお台場や東京タワーを一望できました。

ます。また、イベント時期には花火が楽しめるプランなど企画されるそう

日が落ちると船体がライトアップされて、一味違ったホタルナが楽しめ

なので、観光以外でも利用してみてはいかがでしょうか？

課長
情報管理課
総務部

実際に

ファイルのやり取りはメール

クラウドサービスを
Smooth File

の位利用されているかを調査しましたが︑

こうしたサービスによるファイル転送がど

ファイル転送サービスを導入する前に︑

という課題の解決が求められていました︒

資料のデータ漏洩のリスクを低減したい

らのサービスを利用することによる社内

ンストレージなどで行われており︑これ

の他いろいろなファイル転送やオンライ

の他︑他社のファイル転送サービスやそ

佐藤工業

管理本部

クラウドサービスとしてセキュリティが確保されており︑

まずはご紹介も兼ねて︑御社の企業

利用アカウント数に制限がないという点が決め手となりました︒

導入して運用を始めたところ︑想定を
はるかに上回る転送の利用があり︑すぐ
に利用プランの変更が必要となりました︒
導入後はURLフィルタリングにより︑
オンラインストレージ︑アップローダーの
最後に︑ Smooth File
へのご要望など
はございますでしょうか？

て︑データ漏洩のリスク低減という課題は
低コスト・定額で利用できること︑送信と

一般利用は禁止し︑お客様からの送信受け
かなりいろいろなサービスを探

最低限クリアできたと考えております︒
クラウドの第一印象はい
Smooth File
かがでしたでしょうか︒
サービスとしてのセキュリティが確保され

インIDやパスワードを消してしまう人

ていること等の条件を満たすものは少なく︑
また実際に利用している他社の情報もあっ

評価版を申し込み︑他社の

がいたり︑英語に切り替える方法がわか

佐藤工業

サービスと同時に利用して利用方法や操
たので導入することになりました︒

できて誤操作が起こらないように考慮し

見比べると使いやすそうだという印象は
少なかったのですが︑実際に使ってみる
とシンプルであまり使用方法の説明も必

らなかったりしたので︑間違い無く使用
をご利用頂く上で︑今後
Smooth File
どのような展開をお考えですか？

貴重なご意見誠にありがとうござい

正直なところ︑ファイル転送の画面を

作感を確認しました︒

利用画面の同列にあるファイ

佐藤工業

See You Next Investigate!!
そして調査隊は今日も行く…

ル共有やプロジェクト管理の機能は運用

隅田川

乗船時間

浜松町

約45分(浅草-お台場)

管理メニューの使い方についてはよく

デザインされた近未来的な姿が

及びプロ
Smooth File
ットを宜しく御願い致します︒

上野

http://www.suijobus.co.jp/ship/hotaluna.html

東京湾

ホームページから乗船予約もできます
お台場海浜公園

乗船料

要無さそうだったので安心しました︒

氏が「宇宙船」をコンセプトに

佐藤工業様は創業150年を迎えられ国内
外問わず建設事業を展開されております。
150周年のロゴは、「150年が様々な
人々により成り立っていることを表し、
全てに感謝する気持ちを忘れないよう
に」という素晴らしい思いが込められて
いるとのことです。
弊社もSmooth Fileにてその業務のお役
に立てるようご意見を伺いながら充実し
たサービス提供を心掛けて参ります。
日の出
桟橋

案内してくれます。河口に近付くと屋上が解放され
頭上に広がる快晴の空

浅草-日の出桟橋経由-お台場 / 1,520円
浅草-日の出桟橋 / 1,060円
日の出桟橋-お台場 / 760円

いました︒引き続き

今回調査した「ホタルナ」は、

導入を社内に通
Smooth File

船内は椅子とテーブルが設置

近未来的な船体に、期待が膨らみます。

され、広々としていて窮屈さを

ほぼガラス張りなので、180度見渡せます。

方法をよく検討してからでないと利用が

銀河鉄道999で有名な松本零士

黒田 千歳 氏
運行航路

難しいので︑

「東京都観光汽船ホタルナ」編

プロット担当者の
コメント
浅草

─
─

─
─

─
─

─
─

2012年6月に就航した隅田川を運航する水上バス、東京都観光汽船「ホ
タルナ」を調査しました。

佐藤工業株式会社
浅草乗船場から見える、スカイツリー
とアサヒビール本社。

─
─

─
─
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質問
今度出張
で東京へ
行くので
すが 、ちょ
っとした時
間を見
つけて観
光できる、
話のネタ
になるよう
なスポット
はありま
せんか？

部）
からの

K.T.さん（企
画営業

査依頼

わからない点もあったので導入後もいろ

今月の調

いろお尋ねしましたが︑できないことも

時間をのんびり過ごすことができます。

─
─

