東洋電装の玄関には
紫陽花が植えてあるの知ってる？
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Good＆New

坂口さん、上土井さん

、
と
装
あの宇宙を飛んでる衛星と
東洋電

一体、何の関係があるっていうの

「 衛星ブロードバンド」
とはなんぞや
最近社内でよく聞くワード「衛星」。衛星通信？衛星回線？
そもそも衛星ってあの宇宙にある衛星で合ってる？今更人に聞けないハテナを解決！
なんぞやコーナー拡大版！今こそ知っておきたい衛星ブロードバンド。

なんぞや .1

衛星通信とは

人工衛星をつかった通信のことを「衛星通信」と言います。
地上からアンテナを使って人工衛星に電波を送り、人工衛星から目的地へと送ります。
高い所を電波が通るので、山や建物などに邪魔されずに
通信することができます。

なんぞや .2

人工衛星について

通信のためには「静止衛星」と呼ばれる人工衛星が使われています。この衛星は、
地上から見るとずっと止まって見えるので「静止衛星」と呼ばれていますが、実際
には地球の自転と同じ速さで地球の周りを回っています。電波が、地上から人工
衛星に向けて送られ、人工衛星から再び地上に戻るまで、7万 kmもの距離があり
ます。なので、地上回線に比べると反応がほんのすこし遅れてしまいます。

なんぞや .3

IPSTAR とは

IPSTAR とは、タイ国の衛星を管理運用する大手通信企業タイコム社のブロードバンド通信衛星 IPSTAR
を利用した衛星ブロードバンドインターネットサービスのことです。簡単に言うと、
「衛星を使ってインター
ネットができるよ」というサービスです。光回線や電話回線ではなく衛星を使います。
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なんぞや.4

IPSTAR の何がいいの？

1

とにかく利用料金が安い！

2

アジア太平洋地域で 21万台の販売実績！

3

周波数帯域は日本で主流の Ku バンド使用！

4

サービス提供エリアはほぼ日本全域をカバー！

なんぞや.5
1

どんな場面で役立つの？

工事現場で役立つ！
通信回線の確保が難しい現場でも、衛星回線なら快適に図面を取り寄せたり画像を送ったりすることが
できます。

2

災害時に役立つ！
災害などで、光ファイバーが切れたとき、すぐに衛星回線に切り替えれば通信もスムーズ。

3

山間地や離島で役立つ！
電波環境が悪い場所でも、衛星回線なら山や海などの物理的な障害は関係ありません。
山奥でも

電線が切れても

離島でも

なんぞや .6

東洋電装と衛星

衛星ブロードバンドと、東洋電装の無線の技術を組み合わせて提供しているのだ！
二つを組み合わせることで、より自由度の高いネットワーク環境を作ることができるのです。

衛星回線から

の

メッシュネットワーク

3

意外と
知らない
?!

糸久さんを

出身地

どんな子供だった？

千葉県

やんちゃ
座右の銘

子どもの頃の夢

得意科目

サッカー選手 数学と日本史
あだな

自分の性格を一言で

ラボ / チーリー

単純

理系文系体育会系？
好きな食べ物

そば

特技

スポーツ歴

サッカー

好きな音楽

ミスチル

自分のここを直したい

雑なところ

チャームポイント

体育会系

一度通った道は
忘れない

継続は力なり

髪とひげ（上下のつんつん）
若かったあの頃

スノボで骨折、25 歳にして
親に着替えさせてもらう日々
ラーメンの好み

しょうゆとんこつ

好きな女性のタイプ

水川あさみ
死ぬかと思ったこと

カラオケの十八番

「もうひとつの土曜日」
浜田省吾

小5 の時台風の海で溺れた
好きな映画

パーフェクトワールド

熱くなる !

好きな作家

お酒を飲むとどうなる？

生まれ変わったら？

死ぬまでにやりたいこと

鷹

娘の結婚式で
バージンロード
行ってみたいところ

今楽しみなこと

娘の成長
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オーロラを
見に行きたい

好きな寿司ネタ

うに

将来の夢

九州事務所立ち上げ

最近ハッピーだったこと

落とした財布が
数時間で返ってきたこと

夏目漱石

中山卓士 さ ん
電車に詳しくなって感じたこと

どうも、インフラネットワーク事業の中山です。

普段何気なく乗る電車も詳しくなると色々な

普段は東京の事務所でお仕事をしています。

発見があります。
ちなみにインフラネットワーク事業では鉄道

私のところも前回コラムからバトンを頂いた

会社がお客さんになることもあるので、お客

折出さんのお家と同い年の娘がいます。

さんとの会話で地味～に役立たりもしてます

この子がちょっと変わってまして、女の子なん

が、一番良かったのは毎朝の満員電車の通勤

ですが、電車が大好きなんですね。

も、出張での長距離の移動も少しだけ楽しく

お人形遊びなんかより断然電車のおもちゃを

なったことかな。

持ってることが多いです。
仕事でもそうですが「当たり前」のことに別の
私は仕事柄出張が多いので電車によく乗ります

発想で目を向けて見ると、以外な発見ができ

が、今までは特に意識せず乗っていましたが、

たり、新しいアイデアを思いついたりできる

最近は出張から帰る度に娘から、「なんの電車

ことがあります。

に乗ったの？」と聞かれますので、乗った電車

皆さんも普段何気なく使っている物に目を留

はなるべく写真で残すようになりました。

めてみると、意外な楽しい発見ができるかも

お陰で私もすっかり詳しくなってしまい、大阪

しれませんよ！

や広島への出張でよく使う東海道新幹線は
「N700 系」、東海道新幹線には「N700 系」

次のバトンは…

をベースとした特殊な車両で走行しながら線路

くわけんさん！

や架線の状態を診断する「ドクターイエロー」

よろしくお願いしまーす！

という車両があることも知りました。
ドクターイエローはその名の通りきれいな黄色
のボディーで大変目立つのですが、たまにしか
走らないので、見かけるといいことがあると
言われているそうですよ。
私は一度だけ名古屋駅で見かけたのですが、
その日は何気なく入ったきしめんのお店の味が
絶品でした。ささやかな幸運ですが（笑）

桑原健太 さん
5

ぷち

東洋電装ニュース
HP 情報

new face 情報

山 崎 裕 二 さん

介 護

生年月日：1974/7
血液型：Ａ型
趣味：登山
チャームポイント：ほくろ
メッセージ：皆様のお力になれる
よう、がんばります。

衛星通信システムを紹介するホームページ
が OPEN しました！ぜひチェックしてみて
ください。

Good & New

東洋電装社員の、
Good なことや New なことをご紹介します。

上土井 優武 さん
5 月の連休明けに、仕事で長野県飯田市に行ってきました。
10 数年ぶりの伊那谷への訪問で、こころリフレッシュできました。
母校の場所は50km北で今回は訪問できませんでしたが、
また機会があれば、ゆっくりとしたいですね。
写真は、母校の正門から学内に通じる道と並木。
秋は落葉松の紅葉がきれいです。

坂口 英治 さん
最近、健康のために間食をバナナに変えました。
出勤時にバナナを持っているため子供から
「おさるのエージ」と呼ばれています。
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今月の
テーマ

「でも」「だって」を言いたくなったら…
無意識のうちに「でも」や「だって」、使ってませんか？
相手に不快感を与えないために、「でも」「だって」を言いたくなった時の対処法をご紹介！

「でも」「だって」の後に続くのは言い訳
「でも」「だって」という言 葉 、 普 段から気 軽に使っていると思います。しかしこの
二つは話している相手に不快感を与える言葉であることをもっと意識してみませんか？
「でも」「だって」に続く言葉の多くは、言い訳です。
つまり「でも」「だって」は、
「これから言い訳を始めますよ」というアピールになり、
相手にストレスを与えてしまいます。

例えば、他人から「○○さんってこういうところあるよね」と批判めいたことを言わ
れたり、
「○○さんのやり方よりこっちの方がいいんじゃない？」と否定的な意見を
言われたりすると、たいていの人はイラッとして「え、でも…」と返したくなります。
ただ、それではせっかくアドバイスをくれようとした人の想いを逆なでして「二度と
言うまい」と思わせてしまいます。
たとえ「反論したい！」と思っても、
「でも！」
「だって！」と感情的に返してはお互い
に嫌な気持ちになるだけで、プラスになることは一つもありません。

「クッション話法」でいったん受け止めよう
そんな時は、いったん受け止める「クッション話法」を使う習慣をつけてください。
「ああ、なるほど」「確かに」などのクッションとなる言葉をはさみましょう。

例えば、批判めいたことを言われたら、「ああ、確かにそういうところがあるかもし

れませんね」と受け止めてみると、相手は「聞き入れてもらえた」「認めてもらえた」
と感じ、
攻撃性を鎮めることができます。さらには、
自分自身の反発心も軽減できます。
クッション言 葉をはさむことで、 相 手の言っていることを冷 静に捉えられるように
なるので、「こんな考え方もあったんだ！」と気づかされるかもしれません。
自分の意見を展開するのはそのあとでも遅くないですよ。
クッション話法以外には、オウム返しも有効です。指摘された点を繰り返すことで、
相手も自分も冷静になります。

社
本日定時退
につき！
4 月27 日 ( 金 )

5 月21日 ( 月 )

インフラ・介護事業の
懇親会が、温野菜にて
行われました。

購買チームのミーティン
グがじゃんじゃか緑井店
にて行われました。
おつか

山根さん・江口さん・

れさま

三宅さん・若村さん

〜

木原さん・野北さん・藤田さん・
上さん・上土井さん・折出さん・
木村さん・井上さん・石田さん・
豊田さん・上原さん・合原さん・
桑原 ( 健 ) さん・光嶋さん・
平川さん・糸久さん・西田さん・
大林さん・西尾さん・金重さん・
岡田さん
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ぬりえコンテスト

沢山のご応募ありがとうございました。
プレゼントも用意していますので、お楽しみに！

レインボー
賞

センス
バツグン賞

大賞

あなたは
芸術家で賞

大人の
本気で賞

背景の山まで描いてくれた
ところが大賞の決め手です。
夏らしい濃いグリーンが印象
的な作品。「りすちゃんもぐ
くん楽しいね」という一言に
もグッときました。

●わはらあやなちゃん・ゆうまくん

おたより
募集中

【応募方法】
-----------------------------------------------●氏名●掲載用ペンネーム●住所●電話番号●投稿内容

【E メール】
info-hp@t-denso.com
を記入して社員へ手渡し、または E メール、郵便、FAX にてお送りください。
【郵便】
-----------------------------------------------※掲載にあたり、文章に手を加えさせていただく場合がございます。
〒731-0103
※二重投稿はご遠慮ください。
広島市安佐南区緑井 4丁目22-25 広報担当
※掲載された方には薄謝をお送りしますので、住所・氏名・電話番号は正確にお書きください。 【FAX】
※ご記入いただいたあなたの個人情報は、この企画の目的以外には使用いたしません。
082-831-2588

