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　今年の夏は、四万十市で気温が最
高41.0度を記録し過去の記録を塗り替
える猛暑となりましたが、9月に入ってか
らは急に気温が下がって、最近では
コートを着たサラリーマンを見かけるよ
うになり、マスクを付けた人も目立ち始
めました。気温の低下とともに風邪を引
いている人が増えたようで、早いマスク
姿を見ると今年のインフルエンザの流
行が心配です。
　先日某ＴＶで、ツイッターの発信デー
ターからインフルエンザの流行状況を
把握している研究者を紹介していまし
たが、毎週、厚労省から発表される一
週遅れの情報に比べ、全国のツブヤ
キからリアルタイムに流行がわかるとの
ことで、ビッグデーター活用のヒントが示
されているようです。
　風邪は万病のもと。今のうちに寒い
冬に備えて体力増強に努めたいもの
です。

（「ＩＴＣＡ」編集委員会）

編集後記
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ITCA憲章

会員の事業環境は、従来のモノへのサービス（ハードの構築・保守）に加え、ヒトへのサービス（ICTツールや情報の
活用）が求められる時代へと変化しています。 この情報化社会の進展による経営環境の急激な変化を真摯に受け止め、
協会の目指す未来が、行政機関及び関係団体等の理解を得て、特に会員の中心的顧客である中堅・中小企業の ICT活用
に貢献することを通じ、日本経済の発展、文化の形成に寄与する団体（会員）であることを明確にするため、ITCA憲章
を定めます。

情報通信設備協会及び会員は、情報化社会が進展する中で、ICTを通じて中堅・中小企業の自由闊達な展開と
繁栄に寄与し、中小企業憲章の理念を尊重しつつ、日本経済の発展、文化の形成に貢献します。

1.会員は、企業の個性と独創性を実現する ICTとソリューションのサービス提供を図り、企業の発展に寄与
します。

2.会員は、時代とニーズをリードする技術とサービスの革新を図るため、能力研鑽によって進化し、エンド
ユーザーの期待に応えます。

　　
3.協会は、各種教育研修、新サービス・ 新技術に関する調査研究などの取組みを推進し、会員の技術力・サー

ビス力の向上を支援します。

4.協会は全国10か所の地方本部と共に、情報技術とサービスの革新に向けて、電気通信事業者、ソフト・ハー
ドメーカー、及び関連業界団体、商工会議所等の経済団体との連携を深め、中小企業に対する国等の育成支
援策も踏まえて、活力ある企業の繁栄に寄与します。

ITCA 憲章
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FRONT VOICE

　弊社は昭和 29 年の創業以来、自治体や企業の情
報通信システムの構築・保守・運用に携わり、情報
通信設備協会の皆様にも様々な場面でお世話になっ
てまいりました。あらためて御礼申し上げます。

さて、昨今の国内景気ですが、オリンピックの東
京開催が決まり、経済への波及効果では、おもてな
しの心など、日本の特色を世界に訴えるサービス・
ソフト面での整備促進が期待されるところです。東
京自体は成熟した都市であり、大規模施設の新設に
加えて、既存の施設や街並みに、アイデアや工夫を
凝らした付加価値を加えるリフォームのような投資
が重要であり、それに適した ICT の活躍の場も創造
していかねばなりません。

国内中小 ICT マーケットの状況も同様でありま
す。企業通信システムの市場も、IP ネットワークや
モバイル要素が加わり、キャリア・メーカーが入り
乱れた結果、システム構築の均質化が進んでいます。
この動きは企業通信分野だけでなく、企業向け業務
システム分野も同様です。従来のように顧客先に納
入したハードウェアの上で、ソフトウェア開発を行
うシステム開発市場も縮小しています。そんな中で、
クラウドの流れは、システム基盤から業務アプリ
ケーションソフトの運用までも、アマゾンやグーグ
ル等の強大なネットサービス事業者による垂直統合
化を促しています。

弊社では、この動きに対応して、自社データセ
ンターを構築する選択をしました。通信システムか
ら業務アプリまでもが、分散化の時代から再集中化
に向かっています。顧客に対する自社の業務範囲を
維持確保するために、稼働システムの自社設備への
集中化を図ること、またセンターを構築することに
よって、長年に渡り情報通信設備業者として蓄積し
てきた技術のステップアップを図り、拡販につなげ
ることを目的として、先進的な要件を備える中規模
データセンターを建設しました。そしてクラウド基
盤、省エネ、セキュリティー等の先進技術適用の
実践を通して、あらためて気づくことがありました。

それは、経営面では先行投資のモデルに取り組まな
ければならないことであり、技術面ではクラウド形
式のサービスを提供する為に最初から高い完成度を
要求されることです。このうち、先行投資について
は、資金調達などの経営実務は勿論ですが、時間の
経過を見越して、何が売れ筋で、信頼できる技術で
あるかを見極める目利き力が必要なこと、一方、初
期からの完成度要求が高いことについては、自社の
品質管理、技術水準の向上を図ることや、日進月歩
で進化する製品やサービスにおいて信頼できる提携
先との協力関係が重要なことを再認識しました。

これらの要求を処理するには、日常のルーティ
ン業務に加えて、市場調査や技術調査、それらに対
する技術蓄積のための社内資源配分が必要です。大
手ベンダーの最終製品の提供を待って、それを中心
に付加価値をつけることに腐心してきた弊社にとっ
ては、仕事の進め方自体において変革が必要でした。
そしてそれは、潤沢な資金や人財を持ち得ない、中
堅、中小企業にとっては、大きなハードルであるこ
とも事実です。

現在、消費税増税の論議とともに、設備投資を促
進する企業税制の検討がおこなわれています。その
中で研究開発税制というものがあります。中小企業
の場合、研究開発に関わる費用の 10%強を法人税
から控除できるというものです。しかしながら、中
小企業には研究開発専任者が不在であり、開発プロ
セス自体を管理する手法を持っていないため、利活
用が進んでいません。このため、行政には中小企業
の事業革新を促す支援策、税制の改良強化を望みま
す。また、先行投資型のサービス提供を促すために
も、設備投資関連のファイナンスの仕組みや税制支
援もその一助になると考えます。

顧客ニーズを最も良く知る情報通信設備協会の会
員の皆様が、それぞれの得意分野を生かし、確実な
ポジションを確立すれば、おのずと様々な協力関係
が築いていけるものと思います。今後とも宜しくお
願い申し上げます。

株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング
代表取締役社長　武 田　健 三

ICT業界雑感
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業界ニュース　8月 

1日（木） 2012年国内サーバー出荷金額、前年比5.1%減の4453億円　─IDCジャパン調査
日経産業 クラウドサービスの広がりに伴い、企業でサーバーを集約する動きが強まっていることが響いた。出荷台数も12%減の55万台。

2日（金） 韓サムスン、スマホで表示内容を操作できる電子看板システムを発売
日経産業 スマホで編集した内容をWi-Fiで送信可能。まずNTTドコモ経由で発売する。

2日（金） 富士通マーケティング、ウィンドウズXPからの移行支援サービスを全面展開
日刊工業 中小向けに後継OSへの移行に必要な情報収集から計画、設計、運用まですべてに対応する。

5日（月） 2012年パソコン出荷台数、11年比0.7%減の1558万台　─IDCジャパン調査
日経産業 タブレットなどの購入を優先した結果、買い替えが進まなかった。シェア首位は25.5%のNECレノボ。

8日（木） 身につける携帯端末「ウェアラブル端末」の市場、毎年数倍に　─民間予測
日経産業 眼鏡のような「スマートグラス」と腕時計端末「スマートウォッチ」は2014年以降に大手メーカー参入が予測されている。

8日（木） NECネッツエスアイ、クラウド型Wi-Fiサービスをホテルや商業施設に拡販
日刊工業 初期導入コストを従来の自社保有型に比べ4分の1に削減できるとしている。

16日（金）米マイクロソフト、改良版の「ウィンドウズ8.1」を10月に投入
日経産業 米MSは昨年秋に「8」を発売。ユーザーから様々な要望や注文がついたため、わずか1年で改良することになった。

16日（金）「メール返信は24時間位内に」8割が希望　─アイ・コミュニケーション調査
日刊工業 「ビジネスメール実態調査」をネットサイトで実施した。

20日（火）業務用コミュニケーションソフト市場、2017年に1300億円に　─IDCジャパン予測
日経産業 テレビ会議やモバイル対応機器などのソフトウェア市場の12〜17年までの成長率を平均4.9%と予測。

20日（火）NECインフロンティア、中小向け音声通話システムを発売
日刊工業 最大で電話機1000台まで拡張可能で、IP電話サービスや携帯電話、モバイル端末などと接続可能。

22日（木）KDDI、法人向けに携帯電話で固定電話番号が使えるサービスを開始
日経産業 スマホや従来型携帯電話から会社の電話番号で発着信が可能なほか、通話料金も固定電話と同等に抑える。

23日（金）2012年度光ファイバー通信回線契約数、3位のKDDIのシェア拡大が続く
日経産業 スマホと光回線などのセット割引きの認知度が拡大。シェアは1.8ポイント増の12.0%で、契約数は26.5%増の287万件。

26日（月）サクサホールディングス、中小向け音声通話システムを発売
日刊工業 最大384ポートまでシステム拡張が可能で、コールセンターやホテル、病院など多様な業種向けシステムとの連携が可能。

28日（水）国内IT大手、モバイル端末のビジネス利用に活路
日経産業 スマホやタブレットなどを業務に活用した企業サービスを体系化し、モバイル戦略を法人向けにシフトしている。

28日（水）IT大手各社、HEMS商戦で住宅関連と連携相次ぐ
日刊工業 住宅・建築関連の異業種と連携し、家庭用エネルギー管理システム（HEMS）の拡販に乗り出している。

29日（木）ソフトバンク、災害時でも情報発信可能な自治体クラウドを本格展開
日経産業 複数の主力データセンターで自治体の行政データを預かり、災害時などにデータの消失を防ぐ。

29日（木）2017年国内クラウド市場、12年度の4倍の2兆411億円に　─MM総研予測
日経産業 企業によるIT投資の需要は横ばいが見込まれるなか、クラウド分野が今後市場をけん引していくとみられる。

30日（金）モバイル端末利用実態、ノートPC所有率が7割弱　─クロス・マーケティング調査
日経産業 ノートPCに続いたのはデスクトップパソコンが46%で、スマホが43%。タブレットは13%にとどまった。

30日（金）国内データセンター、事業継続に備え分散保存が広がる
日経産業 BCPの観点から、自前でデータセンターを運用するのではなく、外部の複数のデータセンターを活用する企業が増えている。

30日（金）リース各社、「XP」サポート終了で借り換え需要に商機
日刊工業 「ウィンドウズXP」のサポートが2014年4月に終了するのに伴い、リース業界ではパソコンの借り換えを推進している。
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NEC ネッツエスアイ（NESIC）はネットワーク経由で利用
できるクラウド型の無線通信規格「Wi-Fi（ワイファイ）サー
ビスをホテルや公営・商業施設向けに展開する。初期導人コ
ストを従来の自社保有型と比べて 4 分の 1 程度に低減できる
とともに、通信事業者を問わず多様な端末が利用できる。今
後 3 年間に約 200 施設に納人し、売上高約 3 億円を目指す。

今回の「クラウド型ビジネス Wi-Fi サービス」は、NEC ネッ
ツエスアイのデータセンター（DC）を活用し、インターネッ
ト接続環境を月額料金で 8 日から提供する。
　自前で設備を保有する必要がなく、系列施設を増設した際
も Wi-Fi 環境を簡単に拡張できる。システム構築（SI）を含む
初期費用は 84 万円（アクセス拠点 30 台）で、月額利用料は 9
万円。
　アクセス拠点の機器費なども月額で低価格に設定する。ま
た導入後に手間のかかる管理負担を大幅に軽滅できるように、
保守・運用や利用者支援サービスについても全てを 24 時間・
365 日対応で請け負う。
　施設での利用促進を支援するオプションも用意した。施設
内サービスに関するクーポン配信や広告・案内など施設の利
用を促進するコンテンツサービスを一括して提供する。さら
に円安を背景に外国人観光客が増加していることから、利用

者からの問い合わせに多言語で対応するサービスもオプショ
ンでそろえた。
　同社グループ会社が運営する多言詰対応のコンタクトセン
ター（顧客対応窓口）は日本語と英語、中国語、韓国語、ス
ペイン語、ポルトガル語の 6 カ国語をサポートできる。
　公共・商業施設などで Wi-Fi 環境の整備が急がれているが、
従来の自社保有型ではアクセス拠点や施設内 LAN の工事や SI
が施設ごとに必要となり、費用負担が大きい。
　また、既存の Wi-Fi 環境では利用できる端末やサービスに
制限などもあり、公共・商業施設などでの利用勝手が諌題と
なっている。

導入コスト4分の1、クラウド型 Wi-Fi
NECネッツエスアイ、ホテル・商業施設に拡販

8月8日（木）
日刊工業

大手 IT 各社が住宅・建築関連の異業種と連携し、家庭用エ
ネルギー管理システム（HEMS）の拡販に乗り出した。富士
通は三丼物産との共同出資会社を通じ、スターツグループが
千葉県浦安市で管埋する戸建て住宅向けに HEMS サービスを
提供する。NEC はオリックスなどと協力し、既設住宅向けに
蓄電池システムのレンタル事業をスタートし、HEMS を含め
た本格的な営業展開の準備に入った。住宅内のエネルギー消
費機器をネットワーク化し、自動制御する HEMS は省エネに
寄与する。普及に向けて IT と住宅関連のビジネスの融合が進
展。日本 IBM や曰立製作所も連携を推進するなど、HEMS 商
戦はヒートアップしでいる。

富士通は三井物産と共同出資で設立した「フューチャーシ
ティソリューションズ」（東京都港区）を中核に HEMS 市場
に参入。住宅コンサルティング・のビルダーズシステム研究
所（東京都港区）とも協力し、スターツグループを皮切りに
まずは中堅の住宅・建築会杜向けに B ツー B（事業者間）で
HEMS サービスを卸し売りする。
　今後 3 年間で計 5 万戸の獲得を目指す。併せて大手では三
井不動産などとの協業を検討する。
　NEC は蓄電池システムの供給と一体で HEMS 事業を推進し、
新築戸建て住宅向けでは積水化学工業と提携。三井ホームに
も蓄電池を供給しでいる。新機軸となる蓄電池のレンタル事
業についてはオリックスなどと共同出資で新会社「ONE エネ
ルギー」（東京都港区）を設立。既設住宅向けの提案活動も始
めた。

　国と東京部の補助金を利用した場合、蓄電池にためた夜間
電力を使うことによる電気料金の節約分と合わせると「実質
的に月額利用料金はほぼゼロとなる」（NEC）。東京都以外で
は ONE エネルギーに屋根貸しすれば、個人でも実質月額ゼロ
で利用司能となる。
　外資系では日本 IBM が HEMS 基盤の提供で積水ハウスや
タマホームとそれぞれ提携した。
　HEMS は分電盤に装着したセンサーを介しで宅内の設備機
器と HEMS をつないで電力などのエネルギー使用状況を管埋
し、節電につなげる仕組み。一般家庭の節電対策には法人の
ような厳しい規制はなく、各世帯のエコ意識やモチベーショ
ンに左右される。このため IT 各社が HEMS を B ツー C（消
費者向け）で提供しても普及に限界がある。一方、住宅・建
築会社は快適に省エネを実現できる「スマートハウス」の目
玉として HEMS を位置づけており、IT 各社にとっては連携し
た取り組みによって B ツー B 型ビジネスモデルが成り立つこ
とになる。
　各社それぞれ立ち位置によって収益モデルは異なるものの、
当面は異業種連携で新規市場を切り開くことになりそうだ。

IT大手各社、HEMS商戦に熱
住宅関連と連携相次ぐ

8月28日（水）
日刊工業

NECの HEMS。タプレッ
ト端末（携帯型情報端末）
を通じて使っている電力や
電気代の概算を知ることが
できる
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業界ニュース　9月

3日（火） 日本マイクロソフト、自社開発タブレットで法人向け市場に参入
日経産業 「サーフェス」は「オフィス」も使えることから、同社「ウィンドウズ」が圧倒的なシェアを誇る法人市場で巻き返しを図る。

4日（水） 国内テレワーク関連市場、2017年に1兆963億円に　─IDCジャパン予測
日経産業 企業などの間で在宅勤務の需要が高まっており、17年まで年平均6.6%成長し13年見通しに比べて27%増えると予測している。

5日（木） 東芝、無線LANに対応した家庭用エネルギー管理システムの新製品を発売
日刊工業 タブレット端末との接続が簡単になり、家電の操作や電力使用量の確認がしやすくなっている。

6日（金） ソニー、スマホに装着できるレンズ型デジタルカメラを発表
日経産業 スマホと無線で通信し、撮影や画像の保存・加工はスマホから操作する。

6日（金） 日本マイクロソフト、「XP」サポート終了で「2014年問題」回避に躍起
日経産業 7月時点で国内企業のパソコンのうち3割で「XP」が使われているとして、最新OSへの乗り換えを促す。

10日（火）パナソニック、世界初の4K画質に対応した20型タブレットを発売
日経産業 設計図面やレントゲン写真などを高精細に表示できるとして、建設や医療業界などからの需要を見込む。

10日（火）家庭用固定電話機、新機能を搭載した製品が相次ぎ登場
日経産業 高齢者向けの安心・安全機能やスマホとの連携が可能な製品など、市場規模が縮小するなか各社が工夫を競っている。

11日（水）ぷらっとホーム、無線通信可能な小型サーバーを発売
日経産業 機器間通信（M2M）に利用が可能でHEMSやネットワーク機器の設置が難しい屋外での利用を見込む。

13日（金）OKI、「ウィンドウズXP」からの移行サービスを開始
日経産業 宅配大手のヤマトホールディングスと協力。企業のPCを宅配便で回収しOKIの専用拠点で移行作業を行う。

17日（火）日商エレクトロニクス子会社のNCI、2データ拠点の一体利用サービスを提供
日経産業 大阪と石狩にある2つのデータセンターをあたかも1つのように使える「仮想データセンター」サービスを開始する。

18日（水）富士通、ICT町おこしを全国規模で展開
日刊工業 自治体などと連携し、ICTを活用して町おこしなど地方経済の活性化につなげる取り組みを展開する。

18日（水）NECやNTTなど5社、総務省委託に基づき広域ネットの共同研究
日刊工業 SDNを活用した広域ネットワークの構築時間を約10分の1に短縮する技術の確立が目標。

19日（木）NTTネオメイト、従来より6割安い「仮想デスクトップ」サービス
日経産業 通信機能があれば利用者の端末は問わないため、「XP」搭載パソコンでも買い替えずに継続利用が可能となる。

24日（火）携帯電話大手3社、「iPhone」の新モデルを一斉発売
日経産業 激しい顧客争奪戦が予想されるなか、月額データ通信料金は横並びとなっている。

25日（水）LINE、ビデオ通話機能を全世界で同時公開
日経産業 スマホなどのカメラに自分の顔を映し、相手の表情を見ながら会話が可能となる。チャットで動画を投稿できる機能も追加した。

26日（木）サムスン、腕時計型端末をドコモから来月発売
日経産業 サムスンのスマホと連携することが可能で、世界58カ国で発売。

26日（木）日立、企業向けにクラウド型電話サービスを発表
日経産業 日立のデータセンターに交換機などの電話システムを構築。また、スマホを内線電話として使えるようにもしている。

27日（金）NTT東、光回線の新規顧客向け割引キャンペーンを延長
日経産業 戸建ての場合で月額料金を最大3割引き下げて3675円にする。9月末までの予定を来年1月末まで延長。

30日（月）経産省、スマートメーターを活用したエネルギー管理を地域単位での実証を開始
日刊工業 2014-15年度の2年計画で、数千-1万世帯程度が居住する一定地域を指定。スマート化に取り組む。

30日（月）NEC、店舗の電力「見える化」をパッケージ販売
日刊工業 分電盤に取り付けるセンサーと、コントローラー、表示用ソフトウェアをパッケージ化。価格は20万7900円から。
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ソニーはスマートフォン（スマホ）に最先端のカメラ技術
を盛り込み、低価格のコンパクトデジタルカメラ市場に攻勢
をかける。平井一夫社長兼最高経営責任者（CEO）はスマホ
を最優先。他社のデジカメのシェアを奪うことでエレクトロ
ニクス製品の販売拡大を目指す。ソニーの低価格カメラ市場
をスマホで攻める戦略は、カメラ業界に波紋を呼びそうだ。

　「ソニーの最新技術を結集した。これほどの機能を実現でき
るのはソニーだけだ」。平井社長は 4 日にドイツのベルリンで
開いた記者会見で、スマホの最新旗艦モデル「エクスペリア
Z1」とスマホに装着できるレンズ型デジタルカメラサイバー
ショット DSC-QX シリーズ」を掲げながら胸を張った。
　新サイバーショットシリーズは、レンズ交換式カメラから
レンズ部分を切り出したような形状。スマホと無線で通信、
撮影や画像の保存・加工はスマホで操作する。スマホに取り
付けて両面をモ二ターしたり、撮影対象に近づけたり離れた
場所から撮ったりするなど、これまでにない使い方ができる。
　スマホでは多くのレンズを搭載することが難しいため、暗
所での握影やズーム性能では専用機が強みを出せる可能性が
ある。新サイバーショットは、その欠点も捕える。しかもソニー
製以外も含めたほぼすべてのスマと接続可能だ。
　ソニーはスマホと競合するコンパクトデジカメの低価格帯
については、最新のカメラ機能を盛り込んだスマホでキヤノ
ンやニコンなど上位メーカーの顧客を奪って、スマホ版売を
大幅に伸ばすことで収益を改善する狙い。エクスペリア Z と
新サイバーショヅトは、その先兵となる。
　ソニーの発表を見たカメラメーカーの反応は冷ややかだっ
た。「あれを持ち歩くならコンパクト型を持ち歩いた方がよい
のでは」「価格が高いのでは」――。評価する声は聞かれなかっ
た。
　写真撮影機能が向上し続けるスマホの普及を受けて、コン

パクトデジタルカメラの市場は縮小を続けている。特に低価
格コンパクトは部品やセンサーのサイズなどからスマホと機
能面での差異化が難しい。カメラ映像機器工業会（CIPA）の
統計によれば、コンパクトなどレンズ一体型の 12 年の総出荷
台数は前年比 22%減の 7798 万台。13 年度も減少傾向が続くと
みられる。
　カメラ業界はこれまで、上級向けの一眼レフカメラを頂点
に、低価略コンパクトまで広がるピラミッドだった。コンパ
クトで消費者に写真撮影に親しみブランドを認知してもらい、
高級機にステップアップしてもらうという構造だ。
　キヤノンの真栄田雅也常務取締役が「1 割でも 2 割でもより
良い写真を撮りたいといニーズはある」と語るように、スマ
ホでは満足できない消費者の支持を得て、デジタル一眼カメ
ラの需要が伸びているのは事実だ。
　ただソニーがスマホとデジカメを融台させる戦略を打ち出
しているように、スマホの台頭でコンパクトを土台とした構
造はすでに変化している。カメラ大手幹部からも「専用機と
しての強みを発揮して、状況を打開する策が見つかっていな
いのは事実」との声も漏れている。
　低価格の専用機からスマホにシフトしたソニー。これまで
のピラミッド構造で高い支持を得てきたキヤノンとニコン。
スマホとの違いをコンパクトで見いだせるのか。どの消費者
をターゲットに、カメラを開発していくのか。JP モルガン証
券の森山久史シニアアナリストは「キヤノンと二コンはビジ
ネスモデルを選択する必要が求められている」と指摘する。

カメラ業界に波紋呼ぶ、ソニー、概念変えるスマホ装着型
コンパクト型市場狙う

9月6日（金）
日経産業

経済産業省は地域単位でスマートメーター（通信機能付き電
力量計）を活用したエネルギー管埋の実証を始める。2014-15
年度の 2 年計画。再開発した住宅地など数千 -1 万世帯程度が
居住する一定地域を指定し、省エネサービスの提供やリアルタ
イムで家電や電力使用の状況などを把捉するスマート化に取り
組む。政府はスマートシティー（次世代環境都市）を構成する
スマートメーターの普及を成長戦略の一つに明記し、推進して
いる。経産省は大規模マンション単位でスマートメーターを設
置するなど既存の補助事業の成果を踏まえて適用を広げる。

　経産省は実証を通じ、スマートシティーを実現するベンチ
マークとなり、サービス利用者メリットとアグリゲター（エネ
ルギー管理事業者）の事業採算性が見通せることなどを確認
する。2 年計画の初年度である 14 年度の予算概算要求に約 140
億円を計上し、特性の異なる 3 地域を選定して実証を始める方
針。対象は計約 3 万世帯。

対象地域は実証に取り組む複数アグリゲーターの提案を受け
て決める。対象地域の世帯にスマートメーターを導人する。人

口構成や昼夜間の比率、気候といった地域で異なる特性に応じ、
子供や高齢者向けの見守りサービス、家電の稼働に応じたエネ
ルギー管理といった新ビジネスの創出にもつなげる。
　選定する地域は、デベロッパーが大型スーパーといった商業
施設などを核に再開発した住宅群や、住宅地を抱える鉄道沿線
の一定区間、都市部の既存住宅地域など、それぞれの特徴が際
立つように設定する。実証を実施する地域の面積は特性や世帯
分布によって差が出るものの、経産省は 1 地域当たり約 2 キロ
メートル四方の範囲で 1 万世帯以上を確保できると見ている。
　政府は 10 年 6 月に策定したエネルギー基本計画でスマート
シティーやスマートコミュ二ティーといった次世代エネルギー
社会システムの構築に必要な基盤として、スマートメーターを

「20年代の可能な限り早い時期に原則全ての需要家に導入する」
と明記した。その後、11 年 3 月の東日本大震災と原発事故に
よる電力供給不安といった情勢の変化を受け、スマートメー
ター導入を加速する機運が高まっている。電力各社は段階的に
既存の電力量計からの取り換えを進めているが、現状は大口需
要家の企業を中心に、2%程度の普及に留まっている。

スマートメーター、1万世帯単位で実証
経産省、採算性など確認

9月30日（月）
日刊工業

スマホに装着できるレ
ンズ型デジタルカメラ
を発表する平井社長
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イベント報告

「Cabling EX 2013ネットワーク工事機材展」模様
本年の「ネットワーク工事機材展」（主催 :㈱リックテレコム、後援 :（一社）情報通信設備協会など4団体）は9月19日（木）・

20日（金）の2日間に亘り、東京の秋葉原 UDXで開催され、情報通信設備協会では展示ブースを開設して取組みを紹介す
るとともに、出展社セミナーでは「情報通信ビジネス業界での「生き残り戦略」」と題して、大輪堅一理事（関東地方本部長 :
富士ネットシステムズ㈱ 取締役会長）が講演を行いました。

盛況な展示会場 協会ブースも盛況

7月2日にドイツ・ライプチヒで開催された第
42回技能五輪国際大会の「情報ネットワーク
施工」で金メダルとアルバート・ビダル賞をダ
ブル受賞した、株式会社 きんでん（関西地方本
部会員） 宇都宮晋平氏の光ケーブル接続の実演 熱演の大輪堅一理事 参加者で溢れたセミナー会場
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Ⅰ．情報通信設備協会の紹介

１．情報通信設備協会のスキーム
協会の使命は、世界に比べて ICT化が遅れている日本

の中堅中小企業に対し、会員企業を通して ICT化を普及
することである。そのために、国家資格の「工事担任者」
や協会資格の「LAN認定」を取得することにより、これら
の資格が会員のビジネス拡大に良い影響を与えて収益確
保の手助けとなるよう、ICTを提案できる人材の育成に
努めている。

また、キャリアやベンダー、メーカのご協力を得ると
ともに、総務省の指導や内閣府の監督を受けながら、会員
企業がお客様の ICT化を推進し企業価値を高めることの
各種支援を行うことが、協会の役割であると考える。

　 

２．沿革と全国拠点　
　　～会員企業と共に60年の歴史を歩む～

協会は1953年に全国 PBX設備協会として発足し、60
年のキャリアがある。現在の会員数は663社で、北海道
から九州まで10ヶ所の地方本部を設けている。主な賛助
会員は、沖電気工事様、NEC様、富士通様、日立製作所様、
NTTドコモ様、オービックビジネスコンサルタント様な
どで、長年にわたり、技術情報の提供や業界動向、マーケッ
トの方向性等のご指導・ご支援をいただいている。

詳細は、ホームページ（http://www.itca.or.jp/）やお手
元のパンフレットを参照いただきたい。

Ⅱ．情報通信ビジネスの現状と今後

１．業界におけるビジネス構造の変化　
　　～荒波にさらされる情報通信システム提供業者～

情報通信業界に押し寄せる大きなうねりは、申すまで
もなくクラウド化がどんどん進展していることである。
普及率は、現在約8%、2017年に約22%、2022年には約
60%になるだろうと言われており、我々のビジネスはどん
どんクラウドに取られてしまう構図となる。

具体例として、オフィスのシステムは単価が下落し
保守が減少して、ビジネスが徐々に縮小される。今まで、
マイクロソフト Word、Excel、Power Pointなどの47,000
円のパッケージソフトは PC1台単位で売れたものが、こ
れからは全く売れなくなってしまう。私は今、office365を
使っているが、クラウドによって9本のソフトがいつも
最新にかつセキュリティが保たれ、月額1,320円で提供さ
れている。しかも、一人のアカウントで端末5台まで使え
る。例えば会社の PC、スマホ、タブレット、家庭の PC、
車のナビゲーターなどに使える。これでは業界の売上や
収益が落ちるのは当然で、クラウドへの進化を脅威と捉
えてビジネスに取り組むことが重要である。

通信設備の設置場所、保守料、常駐保守者は不要、停電
になれば自家発電がまわる、火災が発生しても延焼しな
い、バックアップが3回路ある。地震より怖いのはテロ
だけで、もう全てが安全第一のクラウドへの潮流を変え
ることはできない。

ソフトサービスを主体とする会社は、パッケージソフ
トが売れないためにハードウェアに参入し、事業領域を
拡大する傾向にある。例えば、グーグルがモトローラモ
ビリティを1兆2,500億円で買収し、また、マイクロソフ
トがノキアを7,200億円で買収するなど、ソフトサービス
とハードウェアの会社間での合従連衡が現実となってい
る。

情報通信ビジネス業界での「生き残り戦略」
本セミナーでは、「協会のご紹介」と「情報通信ビジネスの現状と今後」について、厳しい情勢下にある業界でどう
したら企業が生き残れるか、協会は皆さんの会社の業績向上にどのように手助けしてアドバイスできるか、実際
の活動を例に説明させていただきます。

［大輪堅一理事講演要旨］
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一方では通信量に大きな変化がある。NTTドコモの携
帯電話基本料と従量制を合わせた音声通話料金は、10年
前は6,100円だったが、今年の第一四半期は1,450円と約
1/4まで低下した。まさにスマートホンの台頭により、通
信の主体がパケットに移り変わったことを象徴している。

このような業界全体の大きなうねりの中で、我々の
ビジネスは、ユーザーインターフェースの LAN、WAN
と無線、端末ではスマートデバイス、PC、プリンター、
FAXあるいは FMC（固定と携帯との融合）を提案するし
かない。そしてオフィス内システムをまるごと受注して
保守料で稼ぐしか生き残る道はないことが明確になった。

２．業界の近未来はバラ色！　
　　～新インフラ整備と東京オリンピック特需～

厳しい情勢下にある業界が、今後、どうなるかに注目
して説明を進めていきたい。

東京オリンピックの開催が決まり、これからの7年間
の直接的経済効果は3兆円、そのほか観光や付帯的な経
済や産業を含めると30兆円の経済効果があると言われる。
ものすごい特需があることは間違いない。その中で自社
の強みを生かして何をやるかが重要となる。

更にその7年後にはリニアモーターカーが名古屋ま
で走り、産業構造を大きく変えるきっかけになるだろう。
その後のビジネスを皆さんがどう考えていくかが重要で
はないか。
「みちびき」という衛星がある。今のナビゲーターは米

国の衛星を借りており、36,000キロの赤道上に30個の衛
星が並んでいる。傾斜角30度から60度の固定アンテナで
電波を受けているが、ビルや山の影では電波が途切れる
場所がある。「みちびき」は2008年に試験的に1号機を打
上げて実験を行っているおり、最終的には8個の天頂型衛
星を打上げ、位置のずれが無い精度の高いものを2015年
までに完成させる予定である。これにより重機・ 農業機
械の自動運転や地震・ 津波などの防災への活用など、ア
メリカ、ロシアなどの衛星と連携して世界規模で応用範
囲が広がっていくものと期待される。

今後、核になるのは、センサーネットワークである。
センサーがどんどん発達し、車、自転車、家庭のあらゆる
ものがネットワークにつながり、その数は、一千億くら
いの端末となる。ビッグデータはセンサーネットの集ま
りであり、車の渋滞は天候、路面状態を判断して、リアル
タイムに自動迂回する時代に大きく変貌していく。

医療の世界では看護師が患者の血圧、脈拍、体温を測っ
てタブレットに打ち込むが、今後はセンサーを腕に巻け
ば計測データがサーバーに転送され、測定時間は端末か
ら入力していた時の1/3に短縮される。M2Mの通信モ
ジュールは、今まで15,000円のものが1,000円程度まで安
くなり、さらに普及に弾みがかかる。

もう一つの大きな流れは、2016年からマイナンバー
がスタートする。これにより、国や自治体の情報通信シ
ステムが新たなインフラとして全国規模で大きく変わり、
ビジネスのチャンスになる。

このような業界の大きな動きが我々にどういう影響力
をもたらすのか。今後は ITが我々のビジネスとなる半面、
我々から仕事を奪っていく時代になることが予想される。

　　　　　　　　　 

Ⅲ．業界での「生き残り戦略」

１．情報通信システム提供業者の悩み　
　　～今、経営改革の分岐点、どうすべきなのか～

いま我々が求める「経営のあるべき姿」とは何であろう
か。業績の安定と成長、強固な財務体質、強力な自社ブラ
ンド、あるいは優秀な人材の確保により、社会や株主、社
員に貢献することが我々の求める理想の「経営のあるべ
き姿」だと思う。しかし、現実にはこうならない。多くの
企業は、業績悪化、売上減少、赤字決算という現実がある。

数値で説明すると、国内の企業数は法人と個人を合わ
せ420万社、このうち99%が中堅中小企業であり、その
75.6%が赤字で法人税を納めていない実態がある。経費削
減のために人員削減し優秀な人材が企業から流出してい
る。会社経営には、事業の撤退か縮小かの難しい判断が
求められている。
「経営のあるべき姿」と「現実」のギャップを解消して理

想の経営を目指すためには、経営改革を実行することで
ある。

　　　　　　　　　 

２．「生き残り戦略」の基本　
　　～顧客、商材拡大と新たなビジネス展開が基本戦略～

生き残り戦略の基本は、顧客と商材を拡大して新規の
ビジネスを展開するしかない。スマートデバイスや FMC
サービス、キャリアやクラウドサービスによって独自の
ソリューションを出していかななければならない。その
ためには五つの力が必要となる。その中で一番重要なも
のは人材育成である。現場で金を稼ぐのは社長や専務で
はない。現場いわゆるフィールドである。ここを常に思
想・考え方の接点として物事を組み立て、理解し、把握し
た経営戦略を立案、実行できる能力を有する人材の育成
が重要となる。

売上の減少傾向をフラットにすることは大変なことで
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ある。売上が下がるのであれば、会社を縮小し人員を削
減することも必要だ。そして、今後2年3年の中で、先ほ
どの成長戦略や第4の矢のオリンピック戦略があったら、
そのとき増員していけば良い。それまでは人件費を減ら
しドロー経営をすることもありだ。

　　　　　　　　 

３．「生き残り戦略」の要件　
　　～顧客基点を軸とした五つの要件～

今後は、ナレッジマネージメントあるいは知識経営を
駆使したコンサルティングが、重要になってくる。顧客
の経営課題を解決するために、複雑なキャリアのサービ
スやクラウド提供業者のサービスの選別や、顧客の実態
に最適なスマートデバイスの選定など、経営的な視点で
システムを構築するためには重要なスキルとなる。

それから、多岐に渡るシステム構築や運用管理を、ワ
ンストップで提供していくことが差別化のポイントにな
る。今までは営業と SEを分けて配置しているが、薄利
多売の時代にとんでもない話である。一般家庭でも無線
LANでセンサーや FAX、電話、光を接続するなど皆やっ
ている。営業もそのくらいの SEが出来なければだめだ。

そして、営業の頭の中にある価格破壊や赤字になって
あたり前という意識を改革しなければ生き残れない。

例えば情報通信協会でクラウドを立ち上げるとか、そ
ういう独自性を持つことが重要ではないか。

今後は、NGNネットワークに変わる最先端技術であ
る New NGN（新世代ネットワーク）が注目される。新世
代ネットワークは、光と電気信号を変換するのではなく、
エンド・ツー・エンドがフォトニクスネットワークとい
う光通信システムで、開発が急速に進められている。多
分2020年には、現在の回線網、パケット網、ISDN網など
継ぎ足しのネットワークがすべて統合され、扱う情報量
も飛躍的に増大して、利便性が大幅に向上されるだろう。

４．柱は「人」、人材育成が重要　
　　～経営改革のエンジンは「人材」である～

コンサルティング、ワンストップ対応や独自ソリュー
ション、新技術など四つのテーマを具現化するには、人材
育成が大きな柱になる。人間力は勿論のこと、技術力と
いう土台の上に、経営、マーケティング、人事労務、経理
などの専門能力を積み上げる。そして、幅広くかつ深さ
を追求し、顧客の経営課題を解決するサポートを行い、信
頼関係を強化できる人材の育成がビジネスの発展に不可
欠となる。

　 

Ⅳ．情報通信設備協会の活動　

このような状況を踏まえて、情報通信設備協会は「先見
力」と「技術力」「人間力」の三つが重要なキーワードだと
考え、お客様の経営課題の解決に向けて会員企業の皆様
への各種支援を実行していく。

今後、皆さんが生き残るための参考として、今、非常に
元気がある協会会員の事例を紹介したい。この会社では、
ボタン電話を売ったら2,000円でも3,000円でも必ず保守
契約を取ることを社員に義務付け、赤字の仕事を取った
らクビ、また以前は某社のボタン電話を販売していたが、
今はセキュリティ一本に絞りウハウハ儲かっている。そ
れくらいの徹底した改革が必要だという事例である。

協会メンバーは、業務が終わった後に近くの飲み屋で、
どうしたら生き残れるかを議論している。皆さんも会員
になってデスカッションに加わり生き残っていただくこ
とが協会の願いであり、皆さんのご支援を得て業界の発
展に尽くしていきたいと思う。
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スマートメータの導入拡大
電力会社各社はスマートメータ導入に積極的だ。

東日本大震災以前から関西電力は設置を進めてきた
が、大震災発生で電力需給がひっ迫し電力システム
改革の必要性が高まりスマートメータの重要性が増
した。東京電力は 2013 年 5 月、スマートメータのシ
ステム開発に東芝と NTT データをパートナー事業
者（インテグレーター）に選定。2013 年内を目途に
スマートメータ製造メーカの競争入札を、初年度 190
万台を対象に実施予定。2014 年度から導入が始まり、
2023 年度までに管内全戸約 2700 万戸に設置完了する。
沖縄を除く他の電力会社も 2026 年度までに全戸設置

（東京電力を含め約 7700 万台）を済ませる計画で前
倒しも検討するとしている。

スマートメータ先進国の米国は、2012 年時点の住
宅普及率が約 24%。州別ではカリフォルニア州やテ
キサス州が高い。カリフォルニア州で電気とガスを
併売する電力会社 PG&E 社は 450 万台超を設置済み
で普及率は 90%に迫る。テキサス州の Oncor 社も約
270 万台設置で 85%に達する。

スマートメータの通信方式（Aルート、Bルート）
あらためてスマートメータの通信ルートを確認し

ておきたい（図表）。スマートメータと電力会社を
結ぶ通信回線を A ルート、スマートメータと宅内の
HEMS（Home energy management system、 後 述 ）
間を B ルートと呼ぶ。東京電力は A ルートに①無
線マルチホップ方式（他のメータを経由してバケツ
リレーのようにデータを伝送）、②携帯方式（携帯電
話網を活用）、③ PLC（Power Line Communications、
電力線伝送）方式を採用し、都市部や集合住宅など
メータ密度や収容戸数に応じて適材適所に使用する。

米国では無線マルチホップ方式が主流。東京電力も 7
割近くがこの方式になる。

一方の B ルートに東京電力は 920MHz 帯無線方式
（Wi-SUN）をメインに PLC 方式（G3-PLC）をサブに
採用する。経済産業省が開催し電力会社、通信会社、
家電メーカ、住宅メーカなど多数の企業が参加する

「スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会」は上
記 2 方式に加え 2.4G 帯無線方式も候補としてあげて
いる。

スマートメータ導入の効果
スマートメータは電力会社の業務効率化に貢献す

る。A ルート経由で計量した電気使用量を電力会社
に送信できることから現地検針が不要になる。ブレー
カのような電気の開閉機能がスマートメータに搭載
され遠隔から制御できることから、引っ越し時にわ
ざわざ入切操作のために現場に行かなくてもよい。

住民向けのサービスも充実する。電力会社からの
お知らせを A ルート〜 B ルート経由で宅内モニター
に表示できる。そこで、注目されているのがデマン
ドレスポンス（Demand Response、需要応答）だ。
大震災以降、ピーク電力時の供給力が不足し国民の
節電意識は高まった。この需要家による負荷削減を
デマンドレスポンスと呼ぶ。デマンドレスポンスに
は様々な手法がある。北九州市の実証実験ではスマー
トメータと HEMS を接続し、夏場 30 度を超えそう
な前日夕方に電気料金単価が通常より 3 〜 10 倍にな
ることを通知し住民に節電を促す。2012 年夏、2013
年冬の実験では 10%前後の節電に成功した。

北九州市では住民が手動でエアコンを停止するな
どして負荷を削減している。より迅速・確実で煩雑
性のないデマンドレスポンス手法として自動デマン

ICTを活用したスマートメータによる
電力イノベーション

株式会社 情報通信総合研究所
上級主任研究員　天谷隆治

IT最前線

2023年度から26年度にかけて沖縄を除く全国の住宅にスマートメータが設置される。スマートメータは遠隔
検針や遠隔開閉操作で電力会社の業務効率化に寄与するだけではない。節電を促すデマンドレスポンスや電気の
使用状況を監視することによる見守りサービスなど新たな住民向けサービスが誕生し、電力イノベーションが引
き起こされる。
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ドレスポンスが浮上している。電力会社からデマン
ドレスポンス信号を配信し、自動的に宅内の負荷を
削減するものだ。早稲田大学や NTT などが実証実験
を 2013 年 7 月から開始した。

宅内ネットワークの核になる HEMS
住宅に設置する中核機器がHEMSだ。スマートメー

タとエアコンなどの宅内機器を結ぶ中継機器になる。
すでに NEC、パナソニックなどが製品化している。
まだスマートメータが普及していないことから、外
部ネットワークとは宅内ルータ、ブロードバンド経
由で接続する。接続先は通信事業者や家電・通信機
器メーカなどのサードパーティも可能だ。将来的に
は HEMS に B ルートの通信機能が搭載される。

HEMS と宅内機器を結ぶ宅内ネットワークも重要。
ここには 920MHz 帯無線方式や Bluetooth などの通信
方式が想定される。すでに通信プロトコルは国内標
準として ECHONET Lite が決定。エアコンや LED
照明など一部機器に ECHONET Lite が搭載され始め
ている。そうした宅内機器候補に家電製品以外にも、
太陽光発電や蓄電池などのエネルギー機器、電気自
動車などがある。

HEMS は 2012 年春に始まった経済産業省の購入補
助対象機器でもある。2013 年初めには予想を上回り
申請件数が 1 万件を突破した。

スマートメータを活用した住民向けサービス
B ルート経由、もしくはブロードバンド経由でデ

マンドレスポンス以外にも様々な住民向けサービス
が提供されよう。電気使用状況を"見える化"するサー
ビスは始まっている。自治体、民間企業は各種情報
を配信できる。チラシ配布の代わりの広告広報活動
に使用できる。住民による入力を可能にすればアン
ケート回答や商品購入が実現できる。

電気使用の変化を捉えた見守りサービスも有望だ。
厚生労働省が実施する国民生活基礎調査によれば、
65 歳以上の家族形態は 2010 年時点で単独世帯と夫婦
のみ世帯が合わせて 5 割を超えた。例えば、在宅な
のに電気使用が極端に少ないことを異変と認知し離
れて暮らす子供たちに通報する。必要なら近隣のセ
キュリティセンターから隊員が駆け付けるといった
サービスが考えられる。

最後に
現在検討されている電力システム改革では 2016 年

を目途に住宅の電力小売が自由化される。通信、ケー
ブル TV、家電など異業種からの参入が予想され
る。こうした電力市場の変革も見据えながら、スマー
トメータによる電力イノベーションが引き起こされ、
宅内機器の新設・置換、新たなサービスの創出が期
待されている。

（図）スマートメータを中心とした通信ネットワーク構成
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　高齢化社会が急速に進んでいる。総人口に占める
65 歳以上の割合は 2013 年時点で 24%を超え、2050
年には 2.5 人に 1 人が 65 歳以上となる ｢超高齢社会｣
が到来する。
　高齢化とともに､ 寝たきりや認知症の患者数も増
加の一途をたどっている。医療の本来の目的は病気
を治癒することにあるが、高齢者医療に関しては、
手足のマヒや歩行困難、といった状態の中で､ ｢いか
に人間らしい健やかな生活を維持するか｣ へと目的
が変化しつつある。
　そうしたなか､ 2012 年には診療報酬と介護保険の
同時改定が行われた。高齢者の増加により年金・医
療 ･ 介護などの社会保障給付費が増え続けているの
を受けて、救急治療 ･ 手術を要する高度急性期への
医療資源を強化するとともに、治療やリハビリが終
了した患者に地域で適切なサービスを提供する仕組
み作りを目指すものだ。その実現に向けて、今後は
在宅医療連携拠点や地域包括ケアシステムの構築な
どを強化する。また 2017 年度には、介護療養病床の

廃止も予定されている。
　一方、高齢者の間では ｢介護が必要になっても現
在の住宅にそのまま住み続けたい｣ とのニーズは強
く、施設への入居を望む人は 15%にも満たないとの
調査結果もある。
　このように高齢者をできるだけ早期に退院させ、
病院ではなく自宅で療養する方向にあることは間違
いない。だが､ 受け皿となる在宅医療については単
身世帯の急増、医師 ･ 看護師の不足などから十分な
対応を取ることは難しいのが現状だ。
　また、医療と生活支援 ･ 介護の両面から支えるこ
とが必要であり、1 人の患者に対し在宅医の他に訪問
看護師、ケアマネジャー、介護ヘルパー、ときには
訪問薬剤師や訪問歯科医など複数の職種が関わるこ
とになる（図表 1）。1 人の患者に対し専任の医師が
担当することはまれであり、複数の医師が交代で診
る場合も多い。
　大学病院など大規模な病院はこれらの職種が一ヵ
所に集まっているが、在宅医療ではそれぞれが別個

医師、ケアマネジャー、介護ヘルパー、看護師で情報共有
医療と介護をつなぐモバイル

業界特集

患者の自宅で医療を行う在宅医療は生活支援 ･介護との連携が必要であり、双方の関係者の情報共有が課題と
なっている。その解決策として、モバイルを活用する動きが見られる。　　

文◎村上麻里子

（図表1）在宅医療現場におけるモバイル活用
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の事業所から集まるため､ ｢多職種 ･ 多事業所｣ 間
のコミュニケーションが大きな課題となる。特に医
療分野と介護分野における専門知識 ･ 言語の違いは、
双方の間に垣根となって立ちはだかる。
　関係者間のコミュニケーションには、メンバーの
IT スキルや予算などさまざまな制約から紙や電話と
いった旧来の伝達手段を取っているところが大半だ
が､ 情報共有の難しさに加えて､ ｢関係者が治療やケ
アの目標を共有しづらい｣ といった問題も起きている。
　そうしたなか、スマートフォン / 夕ブレットの広
がり、高速通信 LTE の登場､ 安価なサービスを実現
するクラウドの普及を背景に、モバイル活用により
要介護者宅の訪問スケジュール管理、訪問時の報告 ･
連絡 ･ 相談などの情報共有をより円滑かつリアルタ
イムに行い、「医療と介護の連携」をさらに効率化し
ようとする動きが見られる。
　ここでは、医療・介護連携について桜新町アーバ
ンクリニックと日本化薬メディカルケア､ また介護
事業者の側面からロジックの事例を紹介する。

 桜新町アーバンクリニック
ICT利用で訪問滞在時間5割増
　医療法人社団プラタナスは東京 ･ 神奈川の 4 ヵ所
で在宅療養支援診療所を運営する。このうち世田谷
区にある桜新町アーバンクリニックは 09 年に在宅医
療部を立ち上げ、現在は医師 9 名、看護師 6 名、事
務 3 名で地域に約 200 名いる在宅患者の診療にあたっ
ている。
　｢医療については医師、生活支援や介護ケアは看護
師やケアマネジャー、介護ヘルパー、看護師が担当
するので、医療と介護が上手くかみ合わなければ患
者を支えることは難しい｣ と院長の遠矢純一郎医師
は在宅医療における多職間巡携の重要性を強調する。
　桜新町アーバンクリニックでは以前、関係者間の
唯一の情報共有ツールとして､ 各自が気づいたこと
を書き留める ｢連携ノート｣ を患者宅に置いていた。
しかし、日々の容態を把握するためには患者宅まで
足を運ばなければならず､ 深夜に容態が急変したと
きなども、担当医が患者宅に駆けつけるまで詳細な
情報がわからないなど不便な状況にあった。介護ヘ
ルパーが患者の異変に気づいても、その重要性を理
解できずに放置してしまうといった事態も起きてい
た。
　在宅医療における ICT 活用という意昧では､ 遠矢
医師自身が 4 〜 5 年前からノート PC と PHS カード
を携行し、ハードディスクに患者の情報を保存して

持ち歩いていた。しかしノート PC は重くかさばるう
え、紛失や盗難の危険性があった。
　ちょうどクリニックのオープンと時を同じくして､
日本でも「iPhone 3GS」が発売された｡ ｢ノート PC
やフィーチャーフォンではできなかったことが､ ス
マートフォンではできるのではないかと可能性を感
じた｣ と遠矢医師は振り返る。それ以後､ 在宅医療
の現場での iPhone の活用を模索し始めた。
　iPhone のカメラ機能を使って患部を撮影するこ
とで、より詳細に状況を把握し、的確な指示を出す
ことができる。また、オンラインストレージサービ
スに患者のサマリーを保存して外出先でも閲覧でき
るようにしたり、メールテンプレート作成アプリ
｢Maildash｣ で診療情報提供書や他の病院への紹介状
を作成するなど、汎用アプリをニーズに合わせてフ
ル活用した。
　アプリにかかる費用は 1 つ 100 〜 200 円程度で､
利便性の高いシステムを実現することができた。大
規模な病院であれば、大掛かりなシステム開発も可
能だが､ それには数千万円あるいは数億円単位の費
用がかかる。中小規模の診療所ではそこまでコスト
をかけるのは不可能だ。遠矢医師は ｢大きなシステ
ムを入れるのではなく、アプリケーションを組み合
わせて仕組みを作り上げたところがユニークだと思
う｣ と語る。

在宅医療専用システムを開発
　しかし、使い続けているうちに「一般的な Web サー
ビスの中に重要な医療情報を入れておいてよいのか｣
｢連携先とのやり取りには、基盤となるようなシステ
ムが必要ではないか｣ といった疑問も生まれてきた。
　そうしたなか、桜新町アーバンクリニックのナー
スケア ･ ステーション所長を務める看護師の片山智
栄さんの兄が福岡市でシステム会社を経営していた
ことがきっかけとなり、誕生したのが地域医療支援
システム ｢EIR（エイル）｣ だ。
　EIR は、多職種間での患者の情報共有やコミュニ
ケーションなど､ 在宅医療に特化したグループウェ
ア。Web ブラウザ上で動作するため､ PC やフィー
チヤーフォンでも閲覧したり情報を登録できるほか、
iPhone/iPad 向けのアプリも用意されている。厚生労
働省の電子医療保険記録の保存や管理に関するガイ
ドラインに準拠することで､ 汎用アプリと比べてセ
キュリティも向上した。
　他方、院内向けには往診や処方、検査などの記録､
連携先管理､ 診療情報の自動配信などを行う電子カ
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ルテシステム ｢おかえりくん｣ も開発。これらの仕
組みにより、多職種 ･ 多事業所間の連携を実現した。
　また、在宅医療に効率性を高める独自のオペレー
ションも導人している。 iPhone に搭載されているボ
イスレコーダー機能で医師が診療内容を録音し、そ
の音声ファイルを受け取った事務スタッフが文字起
こしをして診療録を作成、電子カルテに記載するの
だ（図表 2）。
　従来は医師が診療後に事務所に戻ってからカルテ
やケア記録などを入力していたため、往診後にも 1
〜 2 時問の残務処理が必要であったが、モバイル活
用により車での移動などのわずかな時間も活用でき
るようになり、結果として本来業務である往診によ
り時間をかけることができ、患者宅の訪問滞在時間
が約 50%増えたという（図表 3）。
　一般的に、医療や介護の現場では IT 化が思うよう

に進んでいない。特に介護事業所は小規模な施設が
多く、メールアドレスも事業所に 1 つしかないこと
もしばしばで、メンバー全員に割り当てられている
ことはまれだ。インターネットの接続環境やセキュ
リティ対策、IT リテラシーなどがまちまちだからこ
そ、医療と介護の連携には ｢なるべく手持ちのモバ
イル端末で簡単に、安く安全に利用できることが絶
対条件になる｣（遠矢医師）と話す。
　それでも、同クリニックの在宅医療支援システム
の利用率は現状 10%程度にとどまる。連携先が ICT
連携に対応しておらず､ やり取りは従来通り紙と
FAX を使っているケースが多い。遠矢医師らは将
来的に世田谷区内全域に広げることを目指しており、
そのためには医師会や自治体のトップダウンが不可
欠だ。まずは関係者の利用率を 30%まで引き上げた
い考えで、啓蒙に務めている。

（図表2）桜新町アーバンクリニックにおける IT化全体像

（図表3）導入効果サマリー
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 日本化薬メディカルケア
BYOD的な使い方で普及促進
　新宿区では、区内の病院や診療所の一部が ｢新宿
区地域医療連携チーム｣ を結成し､ 牛込 ･ 四谷地区
の高齢者に対し在宅医療と介護サービスを提供する
｢地域包括ケア｣ の実現に向けた取り組みを推進して
いる。
　メンバーには東京厚生年金病院地域連携 ･ 総合相
談センター溝尾朗部長、フジモト新宿クリニック（藤
本進院長）など約 30 の診療所や居宅介護支援事業所
が名を連ねる。デイサービスや福祉用具のレンタル・
販売、介護従事者の育成研修など福祉関連事業を幅
広く手がける日本化薬メディカルケアは、事務局と
して参加している。
　同チームは大病院と在宅療養支援診療所､ 訪問看
護ステーション､ ケアマネジャーが相互に連携して
情報を共有する目的から、2011 年 10 月に ｢< 医療 ･
介護 > モバイル連携システム｣ を運用開始した。
　KDDI の ク ラ ウ ド 型 グ ル ー プ ウ ェ ア「KDDI 
Knowledge Suite」を使い、医師や看護師、ケアマ
ネジャーの往診 ･ 訪問予定のスケジュール､ 写真や
動画による治療・看護・介護の記録、退院時の診療
情報などを共有する。端末には Android タブレット

「MOTOROLA XOOM Wi-Fi」、屋外での利用にはデー
タ通信端末 ｢Wi-Fi WALKER DATA06｣ を採用、関
係者だけでなく患者宅にも設置することで､ テレビ
電話のように看護師やケアマネジャーと連絡を取り
合える体制を実現した。
　システム構築の際に重視したのが、使い勝手とセ
キュリティだ。

　スマートフォンやタブレットの操作に不慣れで
も使いこなせるよう現場の意見も取り入れ、KDDI 
Knowledge Suite のメニュー項目を限定したり、ア
イコンを大きく表示させるなど、わかりやすく簡単
に操作できるシンプルなホーム画面を開発した。そ
れでも、タブレットに不慣れなメンバーもいるため、
関係者全員が使い方を習熟するまでには時問を要し
たという。
　セキュリティについては、暗号化やユーザー認証
で情報の秘匿性を確保した。また、グループウェア
のアカウント登録と権限設定では、複数の患者に対
して担当者登録できる一方､ 患者ごとの担当者グルー
プ内でのみ情報共有することで、担当外の患者情報
は閲覧できないシステム構成とした。
　｢情報漏えいの原因は、誤った送り先に送信してし
まったり、端末を紛失するなどのヒューマンエラー
にあることが多い。関係者しか情報を閲覧できない
仕組みは漏えい防止に非常に有効｣ と日本化薬メディ
カルケア代表取締役の宮野茂氏は語る。

事務局がセキュリティルール策定
　その後、KDDI からも iPhone/iPad が発売され、
Android スマートフォンのラインナップも充実してき
たことから、OS や機種に関係なく情報を共有できる
システムを探すことになり、いくつか検討した結果、
サイボウズの無料グループウェア ｢サイボウズ Live｣
の採用を決めた（図表 4）。無料サービスは、セキュ
リティやトラブル発生時のサポート体制などに不安
があったが､ サイボウズの会社としての規模や経営
姿勢に対する安心感が決め手になったという。

（図表4）日本化薬メディカルケア「<医療・介護 >モバイル連携システム」の概要
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　現在は、各自が iPhone/iPad、Android スマート
フォン / タブレットの中から好きな端末を使い、そ
こからサイボウズ Live にアクセスするという BYOD

（Bring Your Own Device）的な使い方を進めている
ところだ。
　その際､ 日本化薬メディカルケアは、事務局の立
場から ｢Android 端末に関しては SD カードの使用を
禁止する｣「端末の紛失時には事務局に連絡する｣ と
いったルールを策定している。さらに、患者の氏名
などの個人情報は伏せ字にすることで､ たとえパス
ワードが破られアクセスを許してしまっても本人が
特定されないよう二重三重のセキュリティをかけて
いる。
　新宿区では藤本医師が早い時期から在宅医療に取
り組んできたこともあり、他の自治体と比べると、
医師の間で在宅医療に対する関心が高く、ケアマネ
ジャーや訪問看護師とも比較的近い関孫にある。区
内にある大病院も ｢要介護者が急性期医療で入院し
ても在宅医療が受け皿になるので歓迎している。大
病院は、在宅医療に注目している｣（宮野氏）という。
　現在は新宿区全体で在宅医療と介護を連携させ、
関係者が情報共有できる仕組みを構築している段階
だが､ その実現に向けて、宮野氏は事務局として医
師を中心に在宅医療の理解を促す役割を果たしたい
としている。

ヘルパーの動きを見える化
　ところで、高齢者の介護にあたる訪問介護ヘルパー
は離職率が高いこともあって、慢性的な不足状態に
ある。
　しかもヘルパーの約 80%が訪問介護事業所などに
登録している「登録ヘルパー」であり、常勤ではな
いために自宅から要介護者宅へ直行 ･ 直帰すること
が多い。介護事業者にとってはヘルパーの動きが見
えず､「時問通りに要介護者宅へ行っているのか」「要
介護者に対し計画書通りのサービスを行っているの
か」といった不安がつきまとう。
　実際､ 訪問忘れなどのトラブルはしばしば発生し
ている。対応策として要介護者宅の訪問時と帰宅時
に電話で巡絡をさせるようにしている事業者もいる
が、不正を防止するためには万全ではない。しかも
事業所に電話を受けるスタッフを待機させなければ
ならず､ 非効率な状況にある。
　また、事業所のサービス管理責任者は、ヘルパー
から提出された介護記録の伝票を確認した上で国保
連への保険請求の人力作業を行うが、月末から翌月

10 日までの間に作業が集中するので残業時間が増え、
残業代が発生する。
　訪問介護事業者が抱えるこれらの悩みを解決する
手段としても、モバイルが活用されている。

 ロジック
“かざす ”で年配ヘルパーに配盧
　スマートフォン / タブレット向けソリューション
開発などを手がけるロジック（石川県金沢市）は、
地元の訪問介護事業者からの相談がきっかけとなっ
て訪問介護支援ソリューション ｢Care-wing（介護の
翼）｣ を開発、2011 年 4 月から販売を回始した。
　これは、スマートフォン / タブレットと近距離無
線通信規格の NFC､ クラウドサービスを利用した従
来にはない画期的なシステムだ。
　ヘルパーは IC カードを NFC 内蔵スマートフォン /
タブレットにかざすだけで､ 自宅にいながらにして
スケジュールや介護計画書､ 介護履歴、要介護者を
以前担当したヘルパーからの申し送り事項などを確
認できる。
　要介護者宅には、いったんはがすとアンテナが壊
れて二度と通信できなくなる機能付きの IC タグを貼
り、これにヘルパーの端末をかざせばサービスの開
始時刻と終丁時刻が自動人力されるので､ ヘルパー
の不正防止にも役立つ。
　介護事業所ではリアルタイムにヘルパーの動きを
把握するとともに、急な予定変更にも瞬時に対応す
ることが可能だ。さらに、ヘルパーのスマートフォ
ンからサービスごとに実施記録を送信してもらうこ
とで､ その場で保険請求を処理すれば､ 月末の残業
時間を削減できる。 PC だけでなくタブレットにも対
応するので外出先からも値認することが可能で､ 事
業所に張り付いている必要がなくなったことによる
メリットも大きい（図表 5）。
　ロジックによると、ケアウィングを導人すること
で､ 業務時問の短縮や用紙代 ･ 交通費の削減による
コスト削減効果も期待できるという。

デモの実施で前向きに
　ロジックでは当初、他の用途のために試作した
NFC リーダーをケアウィングに利用していた。この
リーダーをスマートフォンに装着して IC カードの情
報を読み込み、Bluetooth で本体に送信するという仕
組みだったが、その後、NFC 内蔵スマートフォンが
普及し始めたことで､ 現在は NFC リーダーは使用し
ていない。
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　リーダーは 1 台 2 万円前後の費用が発生したが､
スマートフォンは本体価格を月額利用料金から割り
引く料金プランもあり、介護事業者はより少ない負
担で導人できるようになった。
　NFC という先進的な仕組みを採用した理由につい
て､ 代表取締役社長の和田森久志氏は ｢ほとんどの
操作が “ かざすだけ ” であれば、年配のヘルパーでも
使いこなせると考えたから｣ と説明する。
　スマートフォンの入力操作はどんなに簡単な仕組
みでも 1 〜 2 回のタッチ操作が不可欠であり、タッ
チパネルに不慣れな場合にはそれすら障壁になりう
る。その点｢かざす｣という行為は､Suica など IC カー
ドの普及で高齢者を含む幅広い層にすでになじみが
ある。
　ヘルパーの間では当初､「スマートフォンは難しい」
という思い込みから、ケアウィングの採用には少な
からず抵抗があった。ところが実際にデモを実施し
たところ評価は一変､「こんなに簡単なら私にもでき
る」と前向きになったという。
　申し送り事項を文字ではなく、音声で入力できる
点も、フリック入力に慣れていないヘルパーの間で
好評だ。申し送り事項は次の担当ヘルパーも確認す
ることで､「前の担当ヘルパーから管理者､ そこか
ら次のヘルパーヘという伝言ゲームから解放された」
と取締役企画部長の木田幸恵氏は言う。
　ケアウィングは現在、介護事業者など 135 社に導
入されている。福祉情報システム事業を手がけるワ
イズマン（岩手県盛岡市）の介護 ･ 福祉事業所向け
ソフト「ワイズマンシステム SP」との連携により提

供しているほか、サービス付き高齢者向け住宅や訪
問看護にも対応している。今後も積極的に販路を拡
大し、2 年間で 1000 社の導入を目指したいという。

（出典 : テレコミュニケーション _September 2013）

（図表5）ロジック「Care-wing」のシステム概要

「Care-wing（介護の翼）」は、ICカード /ICタグを
使うことで、介護ヘルパーの動きをより正確に把握
できる
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　「オフィスケータイパック」は、「オフィスケータイ
プラン」と「固定電話番号通知オプション」（注 1）を セッ
トにしたオフィス向けの新しい携帯電話サービスです。
　「オフィスケータイプラン」は、1 回線あたり月額基
本使用料 840 円（税込）（注 2）をお支払いいただくことで、
携帯電話の通話料金が国内固定電話宛は 3 分 8.4 円（税
込）（注 3）、KDDI 固定電話（注 4）および au 携帯電話宛が
24 時間無料でご利用いただける、法人のお客さま向け
の新料金プランです。

また、「固定電話番号通知オプション」は 1 回線あ
たり月額 525 円（税込）で、オフィスケータイプラン
をご契約の携帯電話で「03」や「06」などから始まる
0AB-J 番号又は 050 番号での発着信がご利用いただけ
るサービスです。
　
　「オフィスケータイパック」のご利用により、いつで
もどこでも au スマートフォンおよび au ケータイから
のビジネスコミュニケーションが可能となり、固定電
話のように自席に縛られる事がないため、離席中や緊
急の案件なども連絡が取りやすく、ビジネスチャンス
を逃しません。また話したい相手とダイレクトにコミュ
ニケーションが取れることでビジネスの効率化も図れ
ます。

１．「オフィスケータイパック」の特長
モバイル PC やタブレットが業務に活用され、オフィ

ス内の無線 LAN 環境が構築される中、固定電話は自席
に設置されたままでした。

携帯電話へ固定電話の要素をプラスした「オフィス
ケータイパック」なら、もう電話のために自席に縛ら
れる事なく、オフィス内でもモビリティが向上し、ワー
クスタイルの変革を推進することが可能となります。

①業務効率向上
内勤者も含めてモバイル化する事により、ダイレ

クトなコミュニケーションが可能となるため、固定
電話では必要になる電話取次ぎ業務や離席時の伝言 /
折り返し等による業務中断を解消し、業務の効率化
とスピードアップを実現します。
②コミュニケーション向上

au 携帯電話、KDDI 電話宛の通話料が無料のため、
時間を気にせずコミュニケーションが可能となりま
す。また、SMS を活用することで、相手が電話にで
られない時でも、簡単な意思伝達や緊急の折り返し
依頼などが可能となり、コミュニケーションロスを
防止します。
③顧客満足度向上

携帯電話を配布されていない内勤者のテレワーク
で課題だった、社内外との電話連絡も、スムーズに
対応可能で、ビジネスチャンスを逃しません。

固定電話番号の番号ポータビリティにも対応して
いるため、現在ご利用の固定電話番号を変更せずに
そのままご利用いただくことが可能です。

オフィスでの新たな働き方を実現する
「オフィスケータイパック」

〜いつでもどこでも固定電話番号（注1）が使えるオフィス向け携帯電話サービス〜

新製品・新サービス

KDDI、沖縄セルラーは2013年8月26日より、法人のお客さま向けに、オフィスでの新たな働き方を実現する
オフィス向け携帯電話サービス「オフィスケータイパック」の提供を開始しました。
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■固定電話番号通知オプションの便利な機能
①アナウンス /着信転送機能 

固定電話番号宛の着信を他の固定電話や定休日な
どのアナウンスに転送することができます。

スケジュールにあわせて転送を設定することも可
能なため、お客さまの業務時間やご都合にあわせて
ご利用いただけます。
※初期費用 1,050 円 / 事業所　　

　　月額費用 105 円 / 台 が別途かかります。
②拠点代表番号通知機能

固定電話番号通知オプションによる発信時、あら
かじめ登録されたオフィスの代表番号を通知番号と
して相手先に通知することができます。

　※初期費用　無料　　月額費用　無料

２．料金
（税込）

３．提供条件
・「オフィスケータイプラン」は、法人契約の au 携帯

電話 10 台以上からお申込みいただけます。
・「固定電話番号通知オプション」のご契約にあたって

は、ご利用されるオフィスの所在地と法人名義が記
載された証明書（登記簿謄本等）の提出が必要です。

４．「固定電話番号通知オプション」提供エリア
　「固定電話番号通知オプション」のご契約は以下の地
域で可能です。
・03、06 等の固定電話番号

全国 30 の番号区画でご契約いただけます。対象とな
る地域は下記からご確認ください。
http://www.kddi.com/business/au_officenumber/pdf/
gokeiyaku_area.pdf
今後も順次エリアを拡大予定です。

・050 番号
全国でご契約いただけます。

５．「オフィスケータイパック」商品サイト
http://www.kddi.com/business/keitai_denwa/

ryoukin/office_keitai/index.html

６．お問い合わせ
下記法人お客さまセンターにご連絡ください。
< 法人お客さまセンター >

0077-7041（無料）    0120-925-041（無料）
受付時間：9:00 〜 20:00（年末年始を除く）

（注 1） 「固定電話番号通知オプション」は、サービス開始時点では
KDDI のみの取扱いとなります。

（注 2） 「誰でも割」ご契約の場合に適用。「誰でも割」未契約時の月
額基本使用料は 1,680 円となります。また、月途中のご契約ま
たは解約の場合、基本使用料はご利用日数分の日割となります。

（注 3） オフィスケータイプランの通話料は　「au ビジネス W 割」
ご契約の場合に適用。「au ビジネス W 割」未契約時の通話
料は、国内固定電話宛 3 分 10.5 円、au 携帯電話以外宛 1 分
52.5 円となります。（固定電話番号通知オプションご利用時
の通話料は、「au ビジネス W 割」未契約時も国内固定電話
宛 3 分 8.4 円、au 携帯電話以外宛 1 分 42 円となります。）

（注 4） KDDI 光ダイレクト、au ひかりビジネス、au ひかりなどの
KDDI の提供する IP 電話サービス。

（注 5）au 新規お申込みの場合は別途事務手数料が必要となります。
（注 6） 固定電話番号の番号ポータビリティをご利用の場合は、別途

番号ポータビリティ工事費が必要です。

オフィスケータイ
プラン

固定電話番号通知
（オプション）

対象契約 WIN/LTE

利用番号 080/090 の
携帯電話番号

03/06、050 等の
固定電話番号

月額基本使用料 840 円（注 2） 525 円 / 固定電話番号

通話料金
KDDI 電話宛：無料
au 携帯電話宛：無料

国内固定電話宛：3 分 8.4 円（注 3）

他社携帯電話 /PHS 宛：1 分 42 円（注 3）

初期費用 不要（注 5） 105 円 / 固定電話
番号（注 6）

その他 別途ユニバーサルサービス料が必要です。

ご利用イメージ
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統合コミュニケーション用 Web電話帳ソフト
「FUJITSU Network ContactFind」

〜円滑な社内コミュニケーションを実現〜
富士通株式会社は、社内コミュニケーションをより円滑にする Web電話帳ソフト「FUJITSU Network 
ContactFind（フジツウ　ネットワーク　コンタクトファインド）」を提供している。このたび、Android版ス
マートフォン向けの SIP対応内線アプリ「FUJITSU Network 内線プラス」との連携を強化した機能を新たに
提供する。

統合コミュニケーションは、音声通話やインスタン
トメッセージ、プレゼンス表示などの様々な通信手段
やコミュニケーション手段を IP ネットワーク上で統合
することにより、シームレスなコミュニケーション環
境を実現するシステムである。その製品群の一つとし
て位置づけされる「FUJITSU Network ContactFind」（以
下、「ContactFind」）は、Web ベースの電話帳アプリケー
ションで、PC や携帯電話に加え、急速に普及が進んで
いるスマートフォンやタブレットからも簡単に利用で
き、個々のユーザの働き方に合った最適な社内コミュ
ニケーション環境を提供する。
　さらに、2013 年 11 月の機能強化により Android 搭
載スマートフォンを内線電話として利用できる SIP 対
応内線アプリ「FUJITSU Network 内線プラス」（以下、

「内線プラス」）との連携強化を図り、スマートフォン
側に社内の電話番号やメールアドレスなどの連絡先情
報を登録しないセキュアな内線運用を実現する。
　富士通は、グローバルスタンダードである Cisco 
Systems 社（以下、Cisco 社）製品をベースとし、長
年にわたる音声ビジネスで培ってきたノウハウを基に

「ContactFind」や「内線プラス」などを提供すること
で、お客様に最適なコミュニケーション基盤の構築を
実現していく。また、Web 会議サービス

「Cisco WebEx Meeting Center」、ハイビジョ
ンビデオ会議システム「Cisco TelePresence 
Video」といったコラボレーションツールか
ら従来の音声機能を重視するお客さま向け
IP-PBX（構内交換機）「LEGEND-V」まで
幅広く提供することで、多様化するお客さ
まのワークスタイルのニーズに対応する。

■「ContactFind」の特長
１． 組織内コミュニケーションの窓口と

して機能
　「ContactFind」 は、Web 電 話 帳 の 本 来
の利用目的である連絡先の検索だけでなく、
他のアプリケーションと連携することで（図
1）、電話帳画面上から様々な機能の利用が

可能となる（下記、（1）〜（5））。
（1）クリック TO コール

電話帳画面上の電話番号をクリックすることで、
連携する固定電話機や通話アプリから発信すること
ができる。

（2）二者接続発信
　（1）の接続に加えて、システム側から発信元（本人）
と発信先（通話したい相手）の両者を呼び出して接
続する二者接続発信を選択することができる。この
接続方法により、公私分計した通話料の課金管理を
可能とする。また、個人情報を携帯電話やスマート
デバイス側に残さないため、場所を問わない社内コ
ミュニケーションの実現が可能となる。

（3）プレゼンス表示
　プレゼンス＊ 1 確認により、電話やメール、インス
タントメッセージ＊ 2 などから相手の状態に合わせた
最適なコミュニケーション手段の選択が可能となる。

＊ 1  本 機 能 は、 富 士 通 製「FUJITSU Network 
UnifiedLink プ レ ゼ ン ス 」 ま た は Cisco 社
製「Cisco Unified Presence」、Microsoft 社 製

「Microsoft Lync 2010」と連携することで利用
可能となる。

図１．「ContactFind」全体イメージ
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＊ 2  本機能は、Cisco 社製「Cisco Unified 
Presence」 ま た は Microsoft 社 製

「Microsoft Lync 2010」と連携するこ
とで利用可能となる。

（4）Web 会議の開催
　電話帳画面から Web 会議の開催や招待
ができる＊ 3 。

＊ 3  本 機 能 は、Cisco 社 が 提 供 す る
Web 会議サービス「Cisco WebEx 
Meeting Center」と連携することで
利用可能となる。

（5） スマートフォン内線運用のセキュリティ
強化

　Android スマートフォンを内線電話とし
て利用可能とするアプリケーション「内線
プラス」と連携し、連絡先情報の共有や発
着信履歴の保存を行うことで、スマートフォン側に
社内の個人情報を登録する必要がなく、セキュアな
内線運用の実現が可能となる。

２．スマートデバイスでどこからでも簡単に利用可能
　スマートデバイス（Android / iOS 搭載）における
Web ブラウザ経由のアクセスは、アクセス速度やバッ
テリー消費量が懸念されるため、「ContactFind」では
専用のクライアントアプリを提供している（図 2）。こ
のアプリを使用することで、任意の場所でスマートデ
バイスから電話帳サーバに保存されている連絡先情報
をキーワードで素早く検索し、電話やメール、インス
タントメッセージなどからシーンに合う連絡手段を選
択することができる。

また、Android / iOS 搭載スマートフォンの両者にお
いて、このアプリにより予め設定されているグループ
への着信をピックアップすることも可能となる。その
際、ピックアップした呼の接続については、スマート
フォンにインストールされている通話アプリや他のク
ライアントソフト（例：Cisco 社が提供している「Cisco 
Jabber for iPhone」など）からお客さまの利用環境に合
わせて選択することができる。

３．運用負担の軽減
　「ContactFind」では、Microsoft 社の Active Directory

（以下、AD）と連携＊ 4 することで、システム運用の負
担を軽減することが可能である（図 3）。例えば、AD
で管理しているユーザIDとパスワードで「ContactFind」
へログイン（LDAP 認証）が可能となる。
　また、AD で管理しているデータ（アドレス情報や
部門情報など）を「ContactFind」のサーバに取り込み
ことができ、組織変更に伴う電話帳データの登録やメ
ンテナンス作業の効率化を図ることができる。

＊ 4  AD 連携はオプション機能となるため、別途ソ
フトウェアが必要となる。

■主な仕様

■統合コミュニケーション用 Web電話帳ソフト
　「FUJITSU Network ContactFind」製品紹介ページ
　　http://fenics.fujitsu.com/products/uc/contactfind/

■本件に関するお問い合わせ先
　富士通コンタクトライン（総合窓口）
　電話：0120-933-200
　受付時間：9時〜17時30分
　　（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

図3．Active Directory連携

図2．スマートフォン用クライアントソフト　
画面イメージ

項　目 最大容量
利用者登録数

（ログインユーザ数） 50,000 / システム

共通電話帳登録数
（アドレスデータ登録数） 100,000 / システム

個人電話帳登録数
（マイアドレスデータ登録数） 500 / ユーザ
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国土交通省では、現場の第一線で「ものづくり」に直接従事している方の中から、特に優秀な技能・技術を持ち、
後進の指導・育成等に多大な貢献をしている建設技能者の方を対象として、平成 4 年より優秀施工者建設大臣顕彰
を、また平成 13 年度からは「優秀施工者国土交通大臣顕彰」に名称を変更して授与していますが、平成 25 年度は「電
気通信工」として情報通信設備協会会員から次の 4 名が選出され、10 月 17 日（木）に東京都港区芝公園のメルパル
クホールで顕彰式典が行われました。

平成25年度国土交通大臣顕彰を４氏が受賞

受賞者紹介

◎都築 憲明 様
会員名 : シーキューブ株式会社（東海地方本部会員）
所在地 : 名古屋市中区
顕彰理由 :

入社後、LAN をはじめ通信端末の電気通信設備の工
事及び施工管理に従事し、その後は携帯電話サービス
の高度化・多様化に伴う無線基地局の工事にも意欲的
に取り組み、安全・品質に留意して、近年の無線基地
局工事においては発注者から格段に高い評価と信頼を
受けるとともに、今まで培ってきた技能・知識について、
後輩や協力業者に対し OJT や安全協議会を通じて指導
するなど、している。真摯な姿勢で業務に取り組んで
いる。

◎大黒 尊史 様
会員名 : 三和通信工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地 : 大阪市中央区
顕彰理由 :

情報通信ネットワーク技術者として高度な技術力を
持ち、業務に精通して安全 ･ 迅速な施工でお客様や同
業他社から高い評価を受けている。エ事においては､
知識 ･ 技能 ･ 技術に優れ、経験も豊富で社内の技術者
の模範となっている。また､ 職長として多 < の施工に
携わりながらより高度な技術の習得と安全衛生の向上
を図り、部下の指導 ･ 育成に努めている。

◎梅本 耕司 様
会員名 : 田中工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地 : 神戸市中央区
顕彰理由 :
　入社以来今日まで、高度な知識と技術力をもった情
報ネットワーク技術者として業務に精励し、官公庁・
団体や大手企業を中心とした民間事業所に対して情報
通信設備工事を精力的に施工し、顧客ユーザーをはじ
め同業他社、社員からも高い評価を受けている。又、
多くの施工に携わりながら部下の指導・育成に努める
とともに、技術の継承による情報通信技術エンジニア
育成に長年尽力している。

◎阿部　仁 様
会員名 : 株式会社立芝（中国地方本部会員）
所在地 : 広島市西区
顕彰理由 :

電気通信工として「ふれあいチャンネル CATV 設備
工事」や「竹原地域情報基盤整備工事」など公共性の
高い工事に数多く従事し、無事故でこれらを完成させ
て納入先の高い信頼をうけている。また、光ファイバー
内の信号測定技術をメーカーと共に改善し、質の高い
施工・保守の確立に尽力して業界のレベルアップにも
寄与している。後進の育成に熱心で、資格取得の推進
や技術向上の為の講習を定期開催するなど積極的に活
動し、自らも多くの資格を取得して社内外をリードし
ている。

受章された（左から）大黒様、都築様、梅本様、阿部様
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みんなで守る

適正取引

主催　国土交通省、都道府県

11月1日～11月30日
11月は建設業取引適正化推進月間です

契約は着工前に 書面で締結しましょう

見積書
契約書

［工事内
容］

□□□□
□□□□

□□□□
□

 請負代金
の額

　￥○○
○,○○○

,○○○

 工　期
　平成25

年○月○
日～平成

26年○月
○日
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平成25年度11月〜1月開催本部研修のご案内

　平成 25 年度 11 月〜 1 月に開催する本部研修をご案内いたします。25 年度は下記コースが最終となりますので、
多数のお申込みをお待ちいたします。

◎本部研修の体系

◎ LAN ネットワーク技術者研修（情報ネットワークプランナー資格取得）

開催地 開　催　日 試験日時 募集人員

大　阪 平成 25 年 11 月 20 日（水）〜 21 日（木） 21 日（木）16:00 20 名

東　京 平成 25 年 12 月 2 日（月）〜 3 日（火） 3 日（火）16:00 20 名

◎ LAN 実機トレーニング研修（情報ネットワークプランナーマスター 2013 資格取得）

開催地 開　催　日 試験日時 募集人員

広　島 平成 25 年 11 月 6 日（水）〜 7 日（木） 7 日（木）16:00 10 名

大　阪 平成 25 年 12 月 11 日（水）〜 12 日（木） 12 日（木）16:00 20 名

東　京 平成 26 年 1 月 28 日（火）〜 29 日（水） 29 日（水）16:00 20 名
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◎ LAN 実機「冗長化技術コース」

開催地 開　催　日 募集人員

広　島 平成 25 年 11 月 8 日（金） 10 名

大　阪 平成 25 年 12 月 13 日（金） 20 名

東　京 平成 26 年 1 月 30 日（木） 20 名

◎無線 LAN 研修（25 年度新設コース）

開催地 開　催　日 募集人員

大　阪 平成 25 年 11 月 22 日（金） 20 名

東　京 平成 25 年 12 月 4 日（水） 20 名

◎受付期間
・ 準備の都合上、各コースとも開催日 2 週間前までの受け付けですが、申込が遅れた場合は本部事務局へ確認

して下さい。
・申込数が定員に満たない場合は中止することがあります。

◎申込方法
・本部ホームページ「研修・セミナー・講演会等のご案内・お申込み」欄の各コース案内から申込書を印刷し、

必要事項をご記入のうえ、次の宛先に郵送又は FAX でお送りください。
　本部 HP：http://www.itca.or.jp/
① 郵送先　　〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-17-7　第 3 大倉ビル 3F
　　　　 　　（一社）情報通信設備協会 本部事務局
　　　　　　TEL　03-5640-6508
　　　　　　E-mail　65honbu@itca.or.jp

② FAX　　   03-5640-6599

◎研修助成金について
　「LAN 実機トレーニング研修」を受講し「情報ネットワークプランナー・マスター 2013」資格試験に合格さ
れた社員の所属会員会社に対して、合格者 1 名に付き 2 万円の受講料助成を行っています。

◎その他
詳細は、本部ホームページ「研修・セミナー・講演会等のご案内・お申込み」欄をご覧ください。
本部 HP：http://www.itca.or.jp/
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認定番号 会員名 所属地方本部 URL 電話番号
0001 大和電設工業㈱ 関西 http://web.d-d-k.co.jp/ 075-672-3311
0002 東日本通信機器㈱ 東北 http://www.hntk.co.jp/ 022-367-4133
0003 富士ネットシステムズ㈱ 関東 http://www.fnsys.co.jp/ 03-5641-1555
0004 東日本通信機器㈱東京営業所 関東 http://www.hntk.co.jp/ 03-5677-3855
0005 石田通信機㈱ 信越 http://ishida-j.com/ 026-241-3555
0006 協立情報通信㈱ 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3433-3141
0007 扶桑電通㈱東北支店 東北 http://www.fusodentsu.co.jp/ 022-225-7586
0008 ㈱大崎コンピュータエンヂニアリング 関東 http://www.oce.co.jp/ 03-3492-0931
0009 タカギエレクトロニクス㈱ 関西 http://www.takagi-ele.co.jp/ 06-6209-0039
0010 田中工業㈱ 関西 http://www.tanaka-kogyo.com/ 078-231-3341
0011 協立情報通信㈱神奈川支店 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 045-228-1611
0012 協立情報通信㈱新宿営業所 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3320-3141
0013 北陸通信工業㈱ 北陸 http://www.hokutsu.co.jp/ 076-238-1111
0014 ㈱ベルホン 東海 http://bellhone.co.jp/ 059-226-3344
0015 かがつうシステム㈱ 北陸 http://www.kagasys.co.jp/ 076-238-8383
0016 北信テレネックス㈱ 北陸 http://www.telnex.co.jp/ 076-252-3232
0018 増尾電設㈱ 関西 073-424-3311
0019 旭コムテク㈱ 関西 http://www.asahi-comtec.co.jp/ 06-6784-3100
0020 日興テクノス㈱ 関東 http://www.nikko-technos.com/ 045-761-2441
0021 ㈱ケーネット 関東 http://www.k-net-c.co.jp/ 03-5651-3001
0023 ㈱つうけんテクノネット 北海道 http://www.tcn-web.com/ 011-520-0015
0024 宮川電気通信工業㈱ 関東 http://www.miyakawadentsukou.co.jp/ 043-225-1311
0025 浅川通信㈱ 北海道 http://www.asakawa-t.co.jp/ 011-711-1161
0026 ㈱イオタオーエーシステム 四国 http://www.iotaoa.com 089-958-2360
0027 ㈱レイコム 関東 http://www.laycom.co.jp/ 03-3288-0130
0028 扶桑電通㈱ 関東 http://www.fusodentsu.co.jp/ 03-3544-7271
0029 サンライズ・エンジニアリング㈱ 関東 http://www.sec-sunrise.co.jp/ 03-6861-6258
0030 ㈱ NDS ネットワーク 東海 http://www.nds-g.co.jp/nnk/ 052-321-7920
0031 ㈱宇式通信システム 東海 054-261-1671
0032 ㈱コムネットシステム 関東 http://www.comnetsystem.co.jp/ 03-5725-8555
0033 和幸電通㈱ 中国 http://www.wako-grp.com/5.html 0852-24-6670
0034 ㈱ソシオ 関東 http://www.socio-jp.com/ 03-3351-7788
0035 ジェイズ・テレコムシステム㈱ 関東 http://www.telecomsys.co.jp/ 03-3708-1141
0036 日興通信㈱ 関東 http://www.nikkotelecom.co.jp/ 03-5451-1717
0037 東海通信工業㈱ 東海 http://www.ttk.jp/ 052-931-8811
0039 北陸電々㈱ 信越 http://www.denden.co.jp/ 025-284-2151
0040 三和通信機㈱ 関東 http://www.sanwa-com.co.jp/ 042-368-2222
0041 ㈱日本ビグラッドシステム 北陸 http://www.d1.dion.ne.jp/ 〜 beglad/index3.htm 076-267-6000
0042 英工電機㈱ 関東 http://www.eikohdenki.co.jp/ 03-5821-1911
0043 ㈱日本オフィスオートメーション 関東 http://www.nihon-oa.com/ 03-5678-0225
0044 茨城電話工業㈱ 関東 http://www.bellcom.co.jp/ 029-224-2000
0045 ㈱群電 関東 http://www.gunden.com/ 027-224-1681
0046 光通信工業㈱ 九州 http://www.hikari-t.co.jp/ 098-878-5111
0047 ㈱翼通信工業所 関西 http://www.283-t.jp/ 079-224-8233
0048 南海電設㈱ 関西 http://www2.nankai-densetsu.co.jp/ 06-6643-0181
0049 ㈱井口通信 関西 073-455-3588
0050 三友電子㈱ 東海 http://www.sanyu-ec.co.jp/ 052-532-3151
0051 和光通信工業㈱ 関西 http://www.netwako.co.jp/ 06-6923-1121
0052 ㈱栄光システムズ 関東 http://www.eiko-sys.co.jp/ 03-3639-0211
0053 大和通信機㈱ 関東 http://www.daiwanet.co.jp/ 042-324-3211
0054 扶桑電通㈱関西支店 関西 http://www.fusodentsu.co.jp/ 06-6341-7611
0055 神田通信機㈱ 関東 http://www.kandt.co.jp/ 03-3252-7731
0056 加賀テクノサービス㈱ 関東 http://www.kgts.co.jp/ 03-5619-4111
0058 エフビットコミュニケーションズ㈱ 関西 http://www.fbit.co.jp/ 075-672-4111
0059 扶桑電通㈱北海道支店 北海道 http://www.fusodentsu.co.jp/ 011-281-6311
0060 日本テクトス㈱ 関西 http://www.ntect.net/ 078-578-2200
0061 藤井通信工業㈱ 関西 http://www.fujiitsushin.com/ 06-6202-3135
0062 電通システム㈱ 関東 http://www.den-sys.co.jp/ 027-361-3211
0063 ㈱共友通信 東海 052-413-0016
0064 東陽工業㈱ 関東 http://www.com-toyo.co.jp/ 03-5402-6561
0065 新日本通信工業㈱ 北海道 011-271-3883
0066 協和テクノロジィズ㈱ 関西 http://www.kyotec.co.jp/ 06-6363-8833
0067 扶桑電通㈱金沢営業所 北陸 http://www.fusodentsu.co.jp/ 076-231-1288
0068 浅沼通信㈱ 関東 03-3715-6101
0069 日本電話サービス㈱ 関東 http://www.nts-com.co.jp/ 03-3378-7781
0070 ㈱でんでん 中国 086-425-5111
0071 日本通信設備㈱ 関東 03-3862-6451
0072 日興電気通信㈱ 東海 http://www.ndtkk.jp/ 053-439-1125
0073 東邦通信工業㈱ 関東 http://www.toho-tk.com/ 03-5362-5111
0074 ㈱トーエイビジコム 関東 http://www.bijicom.jp/ 03-3438-2421
0075 東邦建㈱ 関東 http://www.tohoken.co.jp 0283-24-5556
0076 ㈲フォーネット通信 北海道 0155-20-2070
0077 ワツコ㈱ 関西 http://www.watuco.co.jp/ 06-6925-5681
0079 ㈲相模電話工業 関東 045-321-9700

LAN認定会員のご紹介

協会が会員企業の LANの設計・ 施行に関する技術・ 知識と実践力を認定する「LAN認定」に、9月30日現在で74社が
認定されています。

ITCAvol18.indd   30 13.10.28   9:49:06 AM



ITCAvol18.indd   31 13.10.28   9:49:06 AM



32

新書ベストセラー（2013.10.6〜10.12）

〒104-8456  株式会社八重洲ブックセンター　　TEL 03- 3281-1811
東京都中央区八重洲2-5-1　（JR東京駅　八重洲南口）
http://www.yaesu-book.co.jp/
※下記の本体価格には消費税は含まれません。

順位 書名 著者 出版社 本体価格
1 海と月の迷路 大沢在昌 毎日新聞社 ¥1,800
2 ロスジェネの逆襲 池井戸潤 ダイヤモンド社 ¥1,500
3 未明の闘争 保坂和志 講談社 ¥1,900
4 とっぴんぱらりの風太郎 万城目学 文芸春秋 ¥1,900
5 祈りの幕が下りる時 東野圭吾 講談社 ¥1,700
6 昼田とハッコウ 山崎ナオコーラ 講談社 ¥1,900
7 黙示録 池上永一 角川書店 ¥1,800
8 別れの挨拶 丸谷才一 集英社 ¥1,600
9 海賊と呼ばれた男　上巻 百田尚樹 講談社 ¥1,600
10 原発ホワイトアウト 若杉冽 講談社 ¥1,600

■フィクション
順位 書名 著者 出版社 本体価格
1 人に強くなる極意 佐藤優 青春出版社 ¥838
2 ズボラでも血糖値がみるみる下がる 57 の方法 板倉弘重 アスコム ¥952
3 中国はもう終わっている 黄文雄／石平 徳間書店 ¥1,000
4 強力する人間になってはいけない 芦田宏直 ロゼッタストーン ¥2,800
5 流星ひとつ 沢木耕太郎 新潮社 ¥1,500
6 人生は 65 歳からがおもしろい 河村幹夫 海竜社 ¥1,400
7 住んでみたドイツ 8 勝 2 敗で日本の勝ち 川口・マーン・恵美 講談社 ¥838
8 読書について 小林秀雄 中央公論新社 ¥1,300
9 日本の財政 田中秀明 中央公論新社 ¥860
10 キレイゴトぬきの農業論 久松達央 新潮社 ¥700

■ノンフィクション

2013.11　Vol.18　アンケート
アンケートにご協力をお願いいたします。
読者の皆様のニーズにお応えし、より良い機関誌「ITCA」とするため、皆様の声をお寄せください。

該当する□にレ印を付け、FAXでお送りください。

Q １　　あなたの会社での立場をお教えください。
　　　　□経営陣　　□従業員

Q ２　　あなたの性別、年齢をお教えください。
　　　　□男性　　□女性　　　
　　　　□10代　　□20代　　□30代　　□40代　　□50代　　□60歳以上

Q ３　　今号で面白かった、ためになった記事をお教え下さい（複数回答可）
　　　　□ FRONT　VOICE　□業界ニュース　□イベント報告　□ IT最前線　□業界特集
　　　　□新製品・新サービス（1）　□新製品・新サービス（2）
　　　　□平成25年度国土交通大臣顕彰を４氏が受賞　
　　　　□平成25年度11月〜1月開催本部研修のご案内
　　　　□新書ベストセラー　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q ４　　今後、「ITCA」に載せてほしいテーマやご要望をお教えください。

送信先：FAX番号　03-5640-6599
　　　　（一社）情報通信設備協会　事務局　　TEL 03-5640-6508

※お寄せいただきました情報は、機関誌「ITCA」の内容改善のため以外には使用いたしません。
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〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町 2-17-7　第 3大倉ビル
電話：03-5640-6508 ＦＡＸ：03-5640-6599
E-mail：info@itca.or.jp ＵＲＬ：http://www.itca.or.jp

Information & Telecommunication Equipment
Constructor's Association

2013.11  vol.18

一般社団法人 情報通信設備協会

■FRONT VOICE
　ICT業界雑感　株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング　代表取締約社長　武田 健三
■イベント報告
　「Cabling EX 2013 ネットワーク工事機材展」模様
　［講演要旨］情報通信ビジネス業界での「生き残り戦略」　ITCA理事　大輪 堅一
■IT最前線
　ICTを活用したスマートメータによる電力イノベーション
■業界特集
　医療と介護をつなぐモバイル
　～医師、ケアマネジャー、介護ヘルパー、看護師で情報共有～
■新製品・新サービス
　●オフィスでの新たな働き方を実現するKDDI「オフィスケータイパック」
   　～いつでもどこでも固定電話番号が使えるオフィス向け携帯電話サービス～
　●統合コミュニケーション用Web電話帳ソフト
　　「FUJITSU Network ContactFind」
   　～円滑な社内コミュニケーションを実現～
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金沢市東蚊爪町1-9-1 かがつうシステム㈱内 TEL 076-238-8384 hokuriku@itca.or.jp
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松山市山越3-15-15 NTT山越北ビル  TEL 089-911-1600 sikoku@itca.or.jp
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福岡市南区井尻4-28-18 九州沖通信機㈱内 TEL 092-592-8881 kyushu@itca.or.jp
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　今年の夏は、四万十市で気温が最
高41.0度を記録し過去の記録を塗り替
える猛暑となりましたが、9月に入ってか
らは急に気温が下がって、最近では
コートを着たサラリーマンを見かけるよ
うになり、マスクを付けた人も目立ち始
めました。気温の低下とともに風邪を引
いている人が増えたようで、早いマスク
姿を見ると今年のインフルエンザの流
行が心配です。
　先日某ＴＶで、ツイッターの発信デー
ターからインフルエンザの流行状況を
把握している研究者を紹介していまし
たが、毎週、厚労省から発表される一
週遅れの情報に比べ、全国のツブヤ
キからリアルタイムに流行がわかるとの
ことで、ビッグデーター活用のヒントが示
されているようです。
　風邪は万病のもと。今のうちに寒い
冬に備えて体力増強に努めたいもの
です。

（「ＩＴＣＡ」編集委員会）
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