
電波ばかりではなく、ケーブルも使っています

携帯電話の良いところは「どこでも話せる」ことですね。固定電話のように電話線がなく、代わ

りに電波を使っていることはみなさんがご存知の通りです。携帯電話のイメージですと日本国中を

電波だけが飛び交っているような気がします。しかし、電波だけでお互いにつながっているわけで

はありません。電波を使うのは、携帯電話から近くの基地局までです。基地局から先はケーブルを

使っての通信になります。携帯電話から基地局についた電波は、ケーブルを経由して基地局を束ね

る通信制御局へ送られます。次に通信制御局を束ねる関門交換局に送られます。そこから、ほかの

電話会社の関門交換局に送られ通信制御局、基地局、相手の携帯電話へ送られて、通話ができるわ

けです。ひとつの電話会社で近くにいる場合は、通信制御局から基地局、相手の携帯電話へと通信

します。近いからといって、携帯電話同士が電波だけでつな

がることは、ありません。

固定電話ですと電話番号が住所のようなもので、電話会社

からは電話の設置場所がどこにあるかがすぐにわかります。

では、持ち歩いているにもかかわらず、携帯電話がどこにい

るのかわかるのでしょうか？それは、交換局の中にホームメ

モリという装置があるからです。携帯電話は電源を入れてい

る間、電波を出し続けています。この電波が基地局を通して

交換局のホームメモリに携帯電話自身が今どこ（どの基地局

のそば）にいるか送信しています。電話をかけたとき「この

番号は電源が入っていないか、電波の届かない場所にいます。」

というメッセージが流れる時は、相手が電源を入れていない

か、または、基地局に電波が届かないような場所にいること

になります。続々と新しいモノが世の中に現れてきますが、

様々な技術やその仕組みを調べてみたりしませんか？
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1890 年（明治 23 年）　東京―横浜において日本で初めての電話事業が開始されました。これを記

念して、12 月 16 日は「電話創業の日」という記念日になっています。みなさんの生活に溶け込

んでいる電話ですが、特に携帯電話がどのようにつながっているかをお話します。

く　携帯電話のことに詳しくなれる本　＞
  ・携帯電話はなぜつながるのか（第２版）      中嶋信生 他著          2012 年     2 月刊  547.62/ ｹｲ
  ・通信の基本                  　　　　　　　　  井上伸雄著             2010 年   12 月刊  547/ ｲﾉ
  ・徹底図解 通信のしくみ                            高作義明著             2008 年     1 月刊  547/ ﾀｶ  
  ・体系的に学ぶ携帯電話のしくみ                 神崎洋治 他著         2008 年     7 月刊  694.6/ ｺｳ 
  ・「けいたい電話」がよくわかる絵事典    　　PHP 研究所編          2006 年     7 月刊  J694/ ｹｲ　
  ・「モノ」のはじまり百科４　                      山口昌男監修          2004 年   10 月刊  J031/ ﾏﾙ /4  

　　　　　　　　　　　　　　　　　             こちらに紹介した本は２階に展示してあります。
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　　図書館の郷土資料室では、多治見の古いものから新しいものまで歴史資料を数多く所蔵しています。

このコーナーでは、図書館に所蔵している資料を使って、昔の人々の暮らしを紹介していきます。

 　郷土資料室 ～探検～ コーナー

10月に行われた「まなびの散策～建物からみる

今のたじみ、昔のたじみ～」で立ち寄った場所の

一つに「旧昭和橋郵便局」( 昭和町 ) があります。

この建物は昭和 13 年から、昭和 51 年まで郵便局

として使われていました。郵便局が錦町に移転し

た後は近年まで雑貨店等に転用、活用されていま

した。建物は当時のまま残されており、外壁や軒

下などにタイルがふんだんに使われています。

多治見はタイルの産地として全国的に有名ですが、

そもそもなぜ多治見はタイルの生産地になったの

でしょうか。原材料の石や粘土がたくさん採れた

のも原因の一つですが、その他にもタイル王国を

築くきっかけとなった出来事を紹介します。

多治見タイムトラベル　～タイルは多治見にあふれている～

　　
        ＜　参考文献　＞
　　  多治見市   　　　　　『多治見市史通史編下巻』1987

　　  笠原町　　『笠原町史その四かさはらの焼き物』1991

　　  社団法人全国タイル業協会　　　『タイル手帖』1998

③トンネル窯の導入
昭和 30 年頃、それまで使われていた石炭単独窯から大量生産向きの重油焼成トンネル窯の導入

が急激に進みました。大幅な設備投資により一気に生産能力が上昇し、県外からの集団就職者を

多く迎え入れるようになります。長さ 30 メートルのトンネル窯では磁器施釉モザイクタイルを

焼き、主に輸出品として好評を得ました。

以上のような様々な要因が重なり、今日のタイル一大産地に至った経緯が窺われます。私たち

が普段なにげなく暮らしている町には、至る所にそれまでの歴史の面影が潜んでいます。町の歴

史を知ることで、いつもと変わらない町並みの新たな一面を発見することができるかもしれませ

ん。古い建物や素敵なタイルをみつけ

たら郷土資料室までぜひ情報をお寄せ

下さい。郷土資料室ではいまの街の姿

を記録し未来に向けて保存していく活

動も行っています。

②戦後の復興
昭和 20 年終戦とともに日本に進駐したアメリカ軍は、目ぼしいビルや建物を接収して彼らの事

務所や宿舎にします。建物を彼らの生活様式に合わせ、改装するために大量のタイルの調達が命

令されました。GHQや通産省の指導のもと、タイル工場の復旧と資材調達に便宜がはかられ、次々

と各タイルメーカーは生産を再開していきます。これによりタイル産業は比較的短期間で戦後復

興を達成することができました。

①関東大震災からの復興
大正 12 年 9月 1日関東大震災が起こり、維新後約半世紀にわたり築きあげられてきた大正の「新

文化」は一瞬のうちに崩壊しました。とりわけ近代建築の象徴であった煉瓦造りの多くは、瓦

礫の山となってしまいます。これがきっかけとなり、洋風の大規模建築は煉瓦造りから、鉄骨・

鉄筋コンクリート造りへと転換を迫られます。復興のため 10 年間に限って建材に対する補助政

策も取られ、昭和初年多治見ではタイル工場の創業ラッシュとなりました。

　　　　　　　旧昭和郵便局

　　　　　（陶都街並探偵団提供）



今月の
　ｵｽｽﾒ

　

～寒い冬に、 心温まるクリスマスプレゼントのお話～

　『１ドル８７セント。それがすべてでした』絵のないページに、この簡素で唐突な

文から物語は始まります。

　貧しい夫妻、デラとジムのクリスマス。妻のデラは美しい髪を売って、夫の時計に

ぴったりの鎖を買います。ところが夫のジムが妻のために用意したプレゼントは……

といえば御存知の方も多いかと思います。オー・ヘンリーの有名

な短編小説です。

　ここではリスベート・ツヴェルガーが絵を描いた絵本を紹介

します。縦３５センチ・横２１センチという少し変わった縦長

サイズの本です。絵は全て淡い色で描かれ、余白が大きめにと

られています。独特の“白さ”に包まれた絵本です。その話な

ら知っているという方も、この“白さ”と共にあらためて味わ

ってみていただければと思います。

　この貧しい夫妻の行為はとても愚かです。しかしタイトルの

とおり、本当に賢い人とはどのようなプレゼントをするものな

のかが伝わってくる一冊です。

　　　　　　　　　

　　クリスマスがやってきます。親しい人と一緒に過ごし、プレゼントを渡す方も

多いことと思います。大切な人に贈り物をするということは、お互いにとってど

ういう意味を持つのでしょう。今年のプレゼントを選ぶ前に、こんな絵本を読ん

でみてはいかがですか。

　　　　　　　　　　　

『賢者のおくりもの』E/ ﾂﾍﾞ / ｹ
ｵｰ・ﾍﾝﾘｰ文　ﾘｽﾍﾞｰﾄ・ﾂｳﾞｪﾙｶﾞｰ画　矢川澄子訳　　冨山房

　　　　　　　　　　『おくりものは　ナンニモナイ』E/ ﾏｸ / ｵ
　ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾏｸﾄﾞﾈﾙ作　　　谷川俊太郎訳　　　あすなろ書房

　猫のムーチは大好きなアールにプレゼントをしようと考えます。しかしアールは何

でも持っています。何でも持っている友達を喜ばせるには何をあげればいいのだろう

……ナンニモナイ！　ムーチはアールに「ナニンモナイ」を

あげればいいのだと考えました。そして「ナンニモナイ」を

探しにいくのです。

　さてムーチは「ナンニモナイ」を見つけられるでしょうか。

そしてそれをどうやって渡すのでしょうか。

　最後の数ページは、谷川俊太郎さんが訳した最小限の言葉

でまとめられています。大切な人と、大切な日を一緒に過ご

すことの素晴らしさを感じさせてくれる作品です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｋ．Ｆ）
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12月の行事予定カレンダー

１（土） 14:00 おはなし会（2 階）　 16（日）

２（日） 14:00 谷川俊太郎講演会 17（月）休館日

３（月） 休館日 18（火）

４（火） 19（水）

５（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 20（木）休館日（第三木曜日・館内整理日）　

６（木） 21（金）

7（金） 22（土）

８（土） 13:00 古文書相談会　14:00 クリスマス会（７階） 23（日）

９（日） 24（月）祝日・開館日

10（月） 休館日 25（火）

11（火） 26（水）

12（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 27（木）11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階）

13（木） 11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階） 28（金）休館日（館内整理日）　

14（金） 29（土）休館日

15（土） 14:00 おはなし会（2 階）　 30（日）休館日

31（月）休館日

貸出中の資料は検索機から直接予約ができるように

なりました。検索結果画面の「予約する」をタッチして、

図書館の利用券番号とパスワードを入力してくださ

い。電話とメールから連絡方法を選べます。パスワー

ドはインターネット資料予約用と共通です。パスワー

ドをお持ちでない方はカウンターで発行いたします。

 図書館サービスに関するコラム

カウンターではその日からすぐに使える仮パスワード

をお渡しします。お好みのパスワードの指定や連絡先

メールアドレスはご自宅からゆっくり登録して頂くこ

とで、カウンターでお待たせする時間が短くなりまし

た。登録方法がわからない時にはカウンターでお手伝

いしますのでお申し出ください。

＜館内の検索機に新サービスを追加＞

＜カウンターでのインターネット利用登録の時間を短縮化＞


