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本号がお手元に到着する頃には
ゴールデンウイークが終わっています
が、今後、海外旅行・研修・出張に行か
れる方へお勧めのWebサイトをご紹介
します。
　「外務省　海外安全ホームページ」
では「ゴルゴ13の中堅・中小企業向け
海外安全対策マニュアル」を掲載して
います。内容は、ゴルゴ13のデューク東
郷が海外を舞台に「海外安全対策」を
指南してくれる漫画と解説です。各国
に合わせた13話のストーリーで学べま
すので、海外へ渡航される方、またゴ
ルゴ13のファンの方にお勧めします。ま
ずはWebサイトをご覧になり、外務省
のサービス「たびレジ」へ登録して最
新の海外安全情報・緊急事態発生時
の連絡メールが届くようにしておきま
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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。
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FRONT VOICE

一般社団法人 情報通信設備協会
理事長　大輪 堅－

平成３０年度の事業運営に向けて
～会員企業の更なる発展と事業基盤の確立を目指して～

会員の皆様には、日頃より協会の活動にご理解とご支
援を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、平成 29 年度の事業活動を振り返りますと、決算
に一部の一過性費用を計上いたしましたが、各地方本部
の効率的な事業運営や前々年度から導入した Web 会議の
活用による経費削減効果により、経常損益は黒字決算と
なりました。
　一方、会員数につきましては、各地方本部では入会を
上回る退会が依然として続いており、協会が目標として
いる「700 社」にはまだほど遠い状況にあります。協会
が全国組織としてあり続けるためには、会員拡大による
財務基盤の安定が欠かせず、退会要因を分析して歯止め
をかけると共に、魅力ある協会を目指して改革を進めて
いかなければなりません。

　平成 30 年度の事業運営方針は、去る 3 月 14 日の理事
会で決議され、活動がスタートいたしました。平成 24 年
の一般社団法人への移行から 6 年が経ち、国から認定さ
れた公益目的事業の実施も残り 2 年（H31. 末）で完了す
る予定であることから、その後の協会事業が内閣府への
届け出不要となることを踏まえ、その先を見据えた協会
の運営の在り方について検討を重ねて参ります。
　予算につきましては、更なる経費削減に取組むととも
に、東海地方本部での展示会開催もあり、黒字予算で実
行して参ります。

今年度も、会員の声に耳を傾け期待に応えるために、
次の活動を柱に事業運営を行うことといたします。

１．多様化する情報通信サービスに対応できる技術者の
育成とＬＡＮ認定会員の拡大
①　初級ネットワーク技術者研修を、いつでもどこで

も受講できるe-ラーニングで実施し、情報ネットワー
クプランナー資格を認定

②　中級ネットワーク技術者研修を全国で実施し、情
報ネットワークプランナー・マスター資格を認定

③　無線 LAN 技術研修を全国で実施し、情報ネット
ワークプランナー・ワイヤレス資格を認定

④　中級ネットワーク技術者研修及び無線 LAN 技術
研修の一括研修を実施

２．魅力ある商材・サービスを提供し会員のビジネスを
拡大

　　他企業とのコラボレーションを強化して、会員のビ

ジネス拡大に結びつく商材・サービスメニューを充実す
るとともに、新たな制度の実現を進めます。

①　アライドテレシス㈱・ヤマハ㈱との協業ビジネス
を更に進め、2024 年の NTT 電話網の IP 化によるマ
イグレーションを見据えた音声系・LAN 系引込線の
光化に向けて、ルータ・スイッチ等の研修支援によ
る技術力向上を図る

②　㈱ティーガイアとの協業ビジネスである光コラボ
レーション「ITCA 光」回線サービスの販売を促進

③　㈱ NTT ドコモとの協業ビジネスであるオフィス
リンクの取組みを強化するため、事例周知を図ると
ともに、医療・介護施設への導入や Web 電話帳の活
用等、スマホを活かした新たなビジネスモデルを発
掘

３．決算の黒字定着による財務基盤の確立
　会員拡大による収入増および経費削減により、決算の
黒字定着を図ります。

①　会員拡大・・・年度末会員数 700 社を目標に、各
地方本部が新規会員勧誘の取組みを推進

②　経費削減・・・受取会費と本部会費との算定ルー
ルの整合性を図り、人件費及び事務所経費等の削減
を実施

４．ITCAセミナーの開催
　昨年 11 月、関東地方本部との協賛で ITCA セミナーを
開催し、協会として初めて Web による全国ライブを行い、
約 260 名が参加して好評を博しました。今年も開催しま
すので、入会見込み会社を招待するなど、会員拡大にも
活用願います。

５．広報活動の充実
　機関誌「ITCA」およびホームページの更なる充実を図
り、会員に役立ち親しまれる情報を提供します。

情報通信業界は、クラウドコンピューティングやビッ
グデータ、IoT 等の新技術が急速に進展しており、ICT
の利活用による革新的な新規サービスの創出が期待され
ています。協会はこれをビジネス拡大のチャンスと捉え、
会員企業の更なる発展と事業基盤の確立を目指して尽力
する所存でありますので、皆様方の一層のご支援、ご鞭
撻をよろしくお願い申し上げます。
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地方本部だより

■道後温泉の起源とされる２つの伝説
≪玉の石の伝説≫
　神話の時代、大国主命と少彦名命が出雲の国から
伊予の国へと旅していたところ、長旅の疲れからか
少彦名命が急病に苦しんだ。大国主命は大分の「速
見の湯」を海底に管を通して道後へと導き、少彦名
命を手のひらに載せて温泉に浸し温めたところ、た
ちまち元気を取り戻し、喜んだ少彦名命は石の上で
踊りだしたという。（玉の石は道後温泉本館の北側に
大切に奉られていて、上部のくぼみは少彦名命が石
の上で舞い踊った跡だといわれています）
≪白鷺伝説≫
　道後の山里に、足の傷ついた白鷺が毎日舞い降り
ていました。それを見た村人が、鷺の降りる所に何
があるのだろうかと行ってみると、岩の割れ目から
湯が湧き出ていました。白鷺はその湯に、傷ついた
足をひたしていたのでした。白鷺が何日かそれを繰
り返したのち、傷は全く癒えて元気になりました。
この話はまたたく間に人々に広がり、やがて大勢の
人がその湯に入るようになったということです。（白
鷺は道後温泉本館の大屋根中央に据えられシンボル
とされています）

■道後温泉本館
道後温泉本館は、日本最古といわれる道後温泉の

シンボルで、「神の湯」に代表される温泉施設です。
道後温泉本館の一番の魅力は、日本の公衆浴場と

して初めて、平成 6 年（1994）に国の重要文化財に
指定されながら、博物館化せずに現役の公衆浴場と
して営業を続けているところです。平成 21 年（2009）
に発行されたミシュラン・グリーンガイド・ジャポ
ンでは、最高位の三つ星を獲得しています。

現在の神の湯本館は、道後湯之町初代町長の伊佐
庭如矢（いさにわゆきや）が、100 年後の道後の繁

栄を見据え、幾多の苦難を乗り越えて、明治 27 年
（1894）に改築された木造 3 階建てで、その後、明治
32 年（1899）の又新殿（ゆうしんでん）の建築、大
正 13 年（1924）の養生湯の改築、昭和 10 年（1935）
の改造等を経て、今日の姿となっています。建物設
計は、松山城の城大工棟梁の家系である坂本又八郎
で、大屋根の中央にギヤマンを使用した塔屋（振鷺閣・
しんろかく）を載せ、その上には道後温泉ゆかりの
白鷺が据えられ、西洋の技法を取り入れたトラス構
造を用いた壮麗な三層楼の本館となっています。

道後温泉本館には、「霊の湯」と「神の湯」の 2 つ
の浴室があり、「霊の湯 三階個室」「霊の湯 二階席」

「神の湯 二階席」「神の湯 階下」4 つの入浴コースを
ご用意しています。また、日本で唯一の皇室専用の
浴室「又新殿」や小説「坊っちゃん」を書いた文豪・
夏目漱石も使ったという「坊っちゃんの間」の見学
もできます。
 

≪神の湯≫
石造りの浴室に砥部焼の陶板画が飾られ、大き

な円柱形の「湯釜」と呼ばれる湯口が鎮座する浴槽
は、道後温泉本館の独特な雰囲気を作り出していま
す。浴室は男湯 2 室、女湯 1 室で、女湯の浴槽中央
には道後温泉の伝説に登場する大国主命と少彦名命
の像が立っています。

夏目漱石の小説「坊っちゃん」にも描かれ、四国愛媛県松山市の代表的な観光地「道後温泉」は四季を通じてたく
さんの観光客でにぎわいます。
日本で最も古いといわれる「有馬温泉」「白浜温泉」と並ぶ日本三古湯の一つで、約3000年もの深い歴史持って
いる「道後温泉」について、ご紹介いたします。

日本最古の湯『道後温泉』！
一般社団法人 情報通信設備協会 四国地方本部

事務局長　上原　昇
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≪霊（たま）の湯≫
神の湯に比べこぢんまりとしていますが、花崗岩

（かこうがん）の中でも最高級といわれる庵治石（あ
じいし）や大島石を使った浴室に、壁面には大理石
を使用するなど、高級感があふれる浴室になってい
ます。
 

※道後温泉本館は老朽化が進んでいること等から、
平成 31 年 1 月以降、準備が整いしだい文化財的価値
を将来の世代に受け継いでいくための保存修理工事
が予定されていますが、入浴利用はできます。

道後温泉の外湯は本館だけでなく「椿の湯」と「飛
鳥乃湯泉（あすかのゆ）」があります。

特に「飛鳥乃湯泉」は平成 29 年 12 月にオープン
した最も新しい外湯で、愛媛の様々な伝統工芸と最
先端のアートをコラボレーションした作品を飾った
美術館のようなユニークな外湯です。

■道後温泉　椿の湯
道後温泉 椿の湯は、椿をシンボルとした松山市民

の「親しみの湯」で、多くの皆さまに愛され、今で
も生活には欠かすことのできない公衆浴場です。

道後温泉 椿の湯は、昭和 28 年（1953）、「第 8 回国体」
が四国各県で開催されたときに建設されました。そ
の後、昭和 59 年（1984）に改築され、平成 29 年（2017）
12 月に、リニューアルオープンしました。

道後温泉 椿の湯は、道後商店街の中央に位置し、
蔵屋敷風の落ち着いた雰囲気で、浴室には花崗岩が
使われ、道後温泉特有の湯釜も置かれています。ま

た、建物全体が L 型で、特徴的な外観が目を引きます。
温泉は、道後温泉本館と同じく無加温・無加水の「源
泉かけ流し」の湯です。
 

■道後温泉　飛鳥乃湯泉（あすかのゆ）
建物コンセプトは、聖徳太子の来浴や斉明天皇の

行幸などの物語や伝説が残る日本最古といわれる温
泉にふさわしい飛鳥時代の建築様式を取り入れた湯
屋です。道後温泉本館と同じく、全国でも珍しい加
温も加水もしていない源泉かけ流しの「美人の湯」
を満喫することができます。

屋根の上には、道後温泉のシンボルである塔屋を
配置、中庭は、聖徳太子が道後温泉に来浴された際、
残したとされる「湯岡（ゆのおか）の碑文」に、「神
の温泉を囲んで、椿が互いに枝を交えてしげりあい、
椿の実は花びらを覆って温泉に垂れている」と描か
れている当時の様子を「椿の森」で再現しています。

館内は、開放的な大浴場と、道後温泉本館には無
い露天風呂、また道後温泉本館の皇室専用浴室の又
新殿を再現した特別浴室を設え、昔の浴衣「湯帳（ゆ
ちょう）」を着ての入浴体験もできます。さらに、約
60 畳の大広間休憩室、個室休憩室 5 部屋を設え、道
後温泉ならではの「おもてなし」の給茶サービスを
行います。

※湯帳とは・・・「ユカタビラ」とも言われ、一定
以上の身分の人が身に着けたものと考えられ、ユカ
タの原形となったものです。
 

約 3000 年もの深い歴史とロマンを味わいに、ぜひ
「道後温泉」へお越しください。
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IDC Japan ㈱は、国内のプリンター／複合機のエンドユーザーを対象に、物心ついた頃からインターネットやデジタ
ル機器に囲まれていたデジタルネイティブ世代（20 歳～ 34 歳男女）のプリント意識が、上の世代とどのように違うか
について調査分析した結果を発表した。デジタルネイティブ世代は、社内チャット等のネットワーク経由のソーシャル
コミュニケーションを重視する傾向があること、ワークスタイル変革を志向する傾向が強いことがわかった。例えば、
社内チャットを利用する 20 代前半女性が 23.0％であるのに比べて、35 歳以上世代では 10.3％だった。また家で仕事を
するワークスタイルを志向する 20 代前半女性は 37.0％、20 代後半女性が 23.0％であるのに比べて、35 歳以上世代では
10.3％だった。また家で仕事をするワークスタイルを志向する 20 代前半女性は 37.0％、20 代後半女性は 40.0％、30 代前
半女性は 38.0％だったのに対し、上の世代の男女では 24.4％だった。こうしたネットワーク経由のソーシャルコミュニ
ケーションを重視する傾向やワークスタイル変革を志向する傾向が強いほど、業務上の平均プリント量も少ない傾向が
見られた。また、10 年後のプリントについては、デジタルネイティブ世代のほとんどが「頻度が減る」と回答している。
（URL: https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20180227Apr.html ）

ＩＤＣＪａｐａｎが国内デジタルネイティブ世代のプリント意識に関する調査結果を発表

PwC サイバーサービス合同会社は、Wi-Fi や特定小電力無線などのワイヤレス通信のセキュリティリスクを調査・
検証する「ワイヤレス通信アセスメントサービス」を 2018 年 2 月 5 日より提供開始した。本サービスは、PwC サイバー
サービスのセキュリティ専門家がワイヤレス通信の利用状況を現地にて調査し、収集した情報を分析することで、十
分なセキュリティ強度を確保できているかを検証する。ワイヤレス通信の暗号化規格や認証方式、接続設定などの把
握に加え、使用されないまま放置されているアクセスポイントの抽出や、電波の到達範囲の調査なども実施する。一
連のアセスメントを通じてセキュリティ対策における課題を明確にする。

お問い合わせ先：お問合せシートより入力
（URL: https://www.pwc.com/jp/ja/press-room/wireless180205.html ）

ＰｗＣサイバーサービスが「ワイヤレス通信アセスメントサービス」を提供開始

NECネッツエスアイ㈱は、スマートフォンを活用したNECネッツエスアイのIPトランシーバーアプリケーション「ス
カイトランシーバー」と既存のアナログ無線機との連携を実現する専用ゲートウェイ「スカイトランシーバーゲートウェ
イ」を 2018 年 2 月 6 日より販売開始した。緊急時の通信手段として有力なトランシーバーは、1 台から呼びかけるだ
けで複数の機器と情報共有できる同時一斉通報が可能で、大規模商業施設や自治体、空港、鉄道等の現場で活用されて
いる。本ゲートウェイは、既存の無線機（アナログ無線機／デジタル無線機／ IP 無線機）と「スカイトランシーバー」
を連携させる RoIP ゲートウェイ装置である。無線機等の機器を「スカイトランシーバーゲートウェイ」とアナログ接
続し、インターネットに接続することで、「スカイトランシーバー」と既存機器間の音声のやり取りが可能となる。本
ゲートウェイは、異なるメーカーのアナログ無線機同士の連携や、放送設備やスピーカーといった館内音声通知システ
ム、SIP 搭載の IP-PBX との連携も可能であり、音声コミュニケーションの利便性を高める。価格：30 万円から（税抜、
検証・ケーブル作成費用は別途）　お問い合わせ先：NEC ネッツエスアイ㈱　キャリア・パブリックソリューション事
業本部　パブリックソリューション事業部　TEL:03-6699-7622
（URL: http://www.nesic.co.jp/news/2018/20180206.html ）

ＮＥＣネッツエスアイがＩＰトランシーバーとアナログ無線機を連携できる専用ゲートウェイの販売開始

㈱大塚商会はコクヨ㈱と協業し、大塚商会が販売する ERP パッケージとコクヨが提供する企業間取引支援クラウド
サービス「＠ Tovas（アットバス）」を連携させた「請求書発行の業務効率化ソリューション」を 2018 年 2 月 16 日よ
り販売開始した。本サービスは、パソコン上で「SMILE BS 2nd Edition 販売」の画面操作をするだけで、請求書の作成
から、作成した請求書の FAX 送信、ファイル送信、郵送（代行）などを「＠ Tovas」から行うことができる連携テン
プレートを開発した。これら、一連の「請求書発行の業務効率化ソリューション」により、社内で行っていた「印刷」「三
つ折り」などの手作業や「郵送」を無くし、業務を効率化し、企業の事務作業領域の働き方変革を促進することが可能
になる。価格（税抜）：SMILE BS 2nd Edition販売suiteモデルタイプ1　600,000円　SMILE BS 2nd Edition販売　＠Tovas
請求書連携テンプレート　200,000 円　＠ Tovas SMILE 専用メニュー S プラン初期費用　30,000 円　月額基本料金：3,000
円／月　従量課金：電子ファイル：20 円／送信　FAX 送信：40 円／枚　郵送：180 円／通（請求書枚数 6 枚まで）お
問い合わせ先：㈱大塚商会　業種 SI プロモーション部　ソリューション支援課　TEL:03-3514-7565
（URL: https://www.otsuka-shokai.co.jp/corporate/release/2018/180206.html ）

大塚商会がコクヨと協業し請求書発行の効率化で働き方改革を促進
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㈱ NTT ドコモは、法人企業が自ら無線免許申請や設備構築が不要なト
ランシーバサービス「ドコモビジネストランシーバ」において、LTE 対
応の新機種 iVo-400 を、2018 年 2 月 20 日より販売開始した。「ドコモビ
ジネストランシーバ」は、パケット通信を利用して一斉通話やグループ
通話、およびデータ通信などができる端末である。従来、FOMA Ⓡ対応
としてサービス提供してきたが、LTE に対応することで、より大容量の
データ通信が利用可能となる。今回販売開始した車載タイプの iVo-400 で
は、これまで外部オプション品として提供していた GPS アンテナを通信
モジュールに組み込んでいるため、本体のみで位置測位機能を利用でき
る。本体価格：オープン価格　料金（月額料金）：LTE トランシーバプラ
ンダブル定額　1,800 円から　LTE トランシーバプラン　2,200 円　お問
い合わせ先：全国のドコモ法人営業担当
（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2018/02/13_00.html ）

ＮＴＴドコモがＬＴＥ対応「ドコモボジネストランシーバ」ｉＶｏ－４００の販売開始

ドコモビジネストランシーバ　iVo-400

NEC は、既存の入退場ゲートやドアに設置することで顔認証による解錠を手軽に実現す
る「NeoFace Access　Control」を 2018 年 2 月 7 日より販売開始した。本製品は、専用のハー
ドウェアに世界 No.1 の認証精度を有する NEC の顔認証 AI エンジン「NeoFace」や顔認証
用カメラ、CPU ボードなどを最適化し組み込んだパッケージ製品である。1 台で約 5,000 人
分のデータ登録が可能で、本体自体にデータベースを保持しているため、別途サーバーを用
意することなく 1 台のみでも運用が可能である。また、様々な入退管理システムやゲートと
の連携が可能なため、システムやゲートをまるごと置き換えることなく既存のものに連携さ
せるだけで顔認証による解錠を実現する。価格（税別）：120 万円　お問い合わせ先：NEC
ファーストコンタクトセンター　TEL:03-3455-5800
（URL: http://jpn.nec.com/press/201802/20180207_01.html ）

ＮＥＣが既存の入退場ゲートやドアに設置することで顔認証による解錠を可能にする「ＮｅｏＦａｃｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ」を販売開始

NeoFace Access　Control

ネットギアジャパン合同会社は、赤ちゃんを見守る機能に特化した家庭向けカメラ「Arlo 
Baby」（アーロ・ベビー）を 2018 年 3 月 14 日より販売開始した。本製品は、Arlo シリー
ズの最新モデルで、赤ちゃんの見守りに特化した機能が盛りだくさんのカメラである。ス
マホと連携してリアルタイムの映像が見られるほか、音声モニタリングや声掛けにも対
応。カメラ本体の LED ライトを点灯したり、子守唄や録音した音声を再生するベビーモ
ニター機能も備えている。お昼寝中の赤ちゃんの様子を起こさないように確認したい場合
など、見守りに最適な 1 台である。特長：①動作または音声を検知、すぐにお知らせ。ビ
デオはクラウドストレージに録画。②お部屋が確認できる高解像度ワイドビュー　③エア
センサー搭載　④ CVR（24 時間連続クラウド録画）　価格：オープン価格
（URL: https://www.netgear.jp/supportInfo/NewsList/404.html ）

ネットギアジャパンが子育て家庭を応援する「Ａｒｌｏ Ｂａｂｙ」を販売開始

Arlo Baby 見守りカメラ

㈱日立情報通信エンジニアリングは、コンタクトセンターのマネジメント課題である人材採用や育成などにかかるリソー
スマネジメントとオペレーターのアフターワークや応対品質向上などの業務マネジメントを支援する「音声分析サービス for
コンタクトセンター」を 2018 年 3 月 2 日より販売開始した。本サービスは、コンタクトセンターのプラットフォームである
CTI システム、通話録音システム、音声認識システムと連携し、通話内容をワンストップで分析・定量化・可視化する。これ
により、製品、サービスの効果測定や顧客ニーズのリサーチに活用することや、スーパーバイザーの抱える人材育成の課題解
決への取り組みを支援する。今回、販売開始をしたサービスは、オペレーター評価、クレーム抽出、受電ワードランキングの
3 種類である。オペレーター評価は、適度性、丁寧性、対応性などの項目を全通話の会話速度、NG ワード発言、保留回数な
どからスコアリングする。スーパーバイザーの評価にかかる工数低減やグラフィック表示により長所、短所や成果が把握しや
すくなるため、研修の効率向上が図れる。また、オペレーターは、スコアの低い項目をケアーし、丁寧な対応を心がけること
で応対品質が向上してくる。価格（税別）：スタートセット 45 万円／月　オペレーター評価追加・クレーム抽出追加・受電ワー
ドランキング追加：各 15 万円／月（1 ライセンス 10 席分）　お問い合わせ先：㈱日立情報通信エンジニアリング　営業統括本
部　製品営業部　TEL:050-3163-1755
（URL: http://www.hitachi-ite.co.jp/news/2018/20180228.html ）

日立情報通信エンジニアリングがマネジメントを支援する「音声分析サービス forコンタクトセンター」
の販売開始
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IDC Japan ㈱は、国内企業における Windows 10 への移動計画に関する調査を 2017 年 9 月に行い、その分析結
果を発表した。現在企業で多く利用されている PC の OS の中心は Windows 7 ですが、同 OS の延長サポート終了

（Windows 7　EOS：End of Support）は 2020 年 1 月に予定されている。企業では Windows 7　EOS 対策として、保
有する PC の OS を Windows 10 へ移行することが課題となる。IDC では、同調査を 2016 年秋にも実施しており、そ
の際の Windows 10 への移動計画がある企業に比率は 38.2％だったが、今回の調査では 55.2％に上昇した（Windows 
10 移行済みを含む）。また、2016 年秋の調査では Windows 10 への移行計画がある企業における Windows 7 EOS　
1 年前（2019 年時点）での Windows 10 搭載 PC の比率は 65.4％に達すると推定した。2017 年の同調査では Windows 
10 への切り替え予定がある企業における 2019 年下半期での Windows 10 搭載 PC の比率は 82.3％と、切り替え率が
約 17 ポイント上昇したことが分かる。これは、企業での Windows 7 EOS に対する認知度が高まり、具体的な切り
替え計画を策定する企業が増加したことが要因と考えられる。
（URL: https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20180308Apr.html ）

ＩＤＣＪａｐａｎが国内法人市場Ｗｉｎｄｏｗｓ １０以降状況に関する調査結果を発表

総務省は、将来の経済成長を担う “ データサイエンス ” 力の高い人材育成のための取組として、データサイエンス・
オンライン講座「社会人のためのデータサイエンス入門」をリニューアルして、平成 30 年 5 月 29 日から開講する
こととし、2018 年 3 月 1 日より受講者の募集を開始した。「社会人のためのデータサイエンス入門」は、平成 27 年 3
月に開講し、延べ約 4 万 9 千人が受講した。本講座は、データ分析の基本的な知識を学べる入門編講座である。ウェ
ブサイト（http://gacco.org/stat-japan）から、どなたでも受講登録が可能（登録料無料）である。お問い合わせ先：
統計局統計利用推進課　TEL:03-5273-1023
（URL: http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei09_01000032.html ）

総務省が「社会人のためのデータサイエンス入門」の受講者募集開始

　㈱バッファローは、RAID 1 対応 USB3.1（Gen1）用外付け HDD「HD-WHAU3/R1 シリーズ」
（容量：16TB、8TB、6TB、4TB、2TB）を 2018 年 4 月より販売開始した。本製品は、搭載
ハードディスクの取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」
機能（特許出願済み）を搭載した大容量データのバックアップや保存に最適な USB3.1（Gen1）
用外付け HDD である。ハードディスクを 2 台搭載し、安全性は高いが保存容量の少ない「ミ
ラーリング（RAID1）モード」、高速性と保存可能容量は大きいが安全性が低い「ストライ
ピング（RAID 0）モード」の 2 つの RAID モードに加えて「スパニング（JBOD）モード」、
2 つのハードディスクを別々のドライブとして扱う「通常モード」の 4 つのモードに対応する。万一、再構築できない故
障によってデータへアクセス不能となった場合でも、「バッファロー正規データ復旧サービス」が対応。保証期間内の場合、
軽度の倫理障害であれば無償でデータ復旧する。保証期間外の障害や重度の障害でも、障害レベルに応じた固定料金で対
応する。　価格（税抜）：16TB　240,000 円、8TB　118,000 円、6TB　82,800 円、4TB　58,800 円、2TB　44,000 円
（URL: http://buff alo.jp/news/2018/03/07_01/ ）

バッファローが万一にも無償でデータ復旧対応可能なRＡＩＤ １対応ＵＳＢ３．１
（Ｇｅｎ１）外付けＨＤＤ ２ドライブモデルを販売開始

HD-WHAU3/R1シリーズ

ソニー㈱は、壁際に置くだけで高精細な大画面映像と透明感ある音がい
つもの生活空間を変える、4K 超短焦点プロジェクター「LSPX-A1」を 2018
年 4 月 1 日より販売開始した。本製品は、空間を変えることで、暮らしに
新しい体験を創出するコンセプト「Life Space UX」の商品群のひとつである。
デザイン面においては、人工大理石の天面やアルミフレーム、木製棚など
を配し、家具のように生活空間に馴染むたたずまいを実現している。また、壁に映し出される最大 120 インチの大画面
映像と有機ガラス管を振動させて奏でるクリアな音は、空間全体の雰囲気を変えることができる。特長は、①居住空間
に現れる繊細かつ奥行き感のある大画面映像　②部屋の隅々まで 360 度に広がるクリアな音　③どのような生活空間に
も馴染む高級家具のようなデザイン　価格（税抜）：2,380,000 円　お問い合わせ先：ソニー㈱ホームページ
（URL: https://www.sony.jp/video-projector/products/LSPX-A1/ ）

ソニーが壁際に置くだけで、高精細な大画面映像と透明感ある音
が空間を変える４Ｋ超短焦点プロジェクターを発売

４K超短焦点プロジェクター「LSPX-A1」
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NTT テクノクロス㈱は、、iOS 利用のインカムシステム「ボイスカム」をサーバー機器類の用意なく手軽に利用で
きる「ボイスカムクラウドサービス」として 2018 年 4 月 2 日より提供開始した。本サービスは、高音質な双方向同
時通話を実現するリアルタイムコミュニケーションツールとして、小売店や飲食店、ホテルなどにおけるグループ業
務の生産性や業務効率向上に利用されている。2017 年 2 月には、会話内容をテキスト化して引き継ぎ文書や報告書
へ応用できる機能を追加、2017 年 8 月には、iOS デバイスをインカムとして利用し、Wi-Fi 網だけではなく携帯電話
網（3G ／ LTE）でも通話を可能とした「ボイスカム」の販売している。今回提供するサービスは、初期導入費用を
抑え、利用者数や利用期間をユーザーが選べるなどクラウドサービス特有の柔軟な使い方ができることに加え、従来
よりも同時利用者数を増やして使い勝手を向上させた。価格（税抜）：【短期プラン】　サービス利用料：6,000 円／月（1
ユーザ、最短 1 ケ月契約）　【年間プラン】：初期費用：3,000 円（1 ユーザ）　サービス利用料：1,500 円／月（1 ユーザ、
最短 1 年契約） お問い合わせ先：NTT テクノクロス㈱　ビジネスソリューション事業部　TEL:03-5347-8026
（URL: https://www.ntt-tx.co.jp/whatsnew/2017/180315.html ）

ＮＴＴテクノクロスがｉＯＳ端末を使ったインカムシステム「ボイスカムクラウドサービス」を提供開始

シャープ㈱は、タブレット端末向け統合型学習アプリケーション「Brain+（ブレーンプラス）」2018 年度版を 2018
年 3 月 13 日より提供開始した。iPad 用＜ ON-PA2A/PB2A ＞と WindowsⓇ用＜ ON-PA2W/PB2W ＞の計 4 シリー
ズをラインアップ。中学校や高校など、タブレット端末を導入する教育機関における授業や自己学習に幅広く活用で
きる。本アプリは、辞書や参考書など、34 コンテンツを収録している。複数の辞書を横断して検索できる「一括検索」
や説明文の中の言葉まで検索できる「全文検索」、教材中の分からない言葉をなぞることで簡単に辞書が引ける「辞
書連携」など、多彩な検索機能を搭載している。今回、英語学習に役立つ機能も強化。英英辞典の 2 コンテンツを新
たに収録したほか、英語の「読み上げ機能」では、読み上げの速度を 5 段階から選べるようになった。学校独自の教
材をアプリケーションに取り込むことも可能である。本製品では、取り込んだ複数の教材をフォルダに分けて整理で
きるので、授業や学習内容に応じた管理がしやすくなった。お問い合わせ先：gp-solution@sharp.co.jp
（URL: http://www.sharp.co.jp/corporate/news/180313-a.html ）

シャープがタブレット端末向け統合型学習アプリケーション「Ｂｒａｉｎ＋（ブレーンプラス）」２０１８年度版
の提供開始

ブラザー工業㈱の国内販売子会社であるブラザー販売㈱は、感熱ラベルプリンター
の新製品として、豊富なインターフェースを搭載し、お薬手帳ラベル印刷などに最適
なラベル幅 4 インチ対応モデルの「QL-1115NWB」を 4 月中旬に発売した。本製品は、
お薬手帳ラベルに最適な 90mm 幅ロール紙や物流業界などに最適な 102mm（4 イン
チ）ラベルにも対応している。USB はもちろん、無線 LAN や有線 LAN、BluetoothⓇ、
USB ホストを標準搭載しているので、使用環境に合わせてラベルを作成できる。価格：
オープン価格　お問い合わせ先：ブラザーコールセンター　TEL:0120-590-383
（URL: http://www.brother.co.jp/news/2018/ql/index.htm ）

ブラザー販売が業務向け感熱ラベルプリンター「ＱＬ－１１１５ＮＷＢ」新発売

QL-1115NWB

　NTT 東日本・NTT 西日本は、ひかり電話オフィス A（エース）／ひかり電話オフィスタイプ対応アダプター
「Netcommunity OG シリーズ」のセキュリティ設定を無効にしている場合に、本機器に接続した端末（PC 等）か
ら Web サイト等を閲覧しようとすると、「Facebook 拡張ツールバックを取り付けて安全性及び使用流暢性を向上し
ます」というメッセージが出てインターネット接続ができなくなるという事象が発生していると 2018 年 3 月 28 日
に発表した。本事象が発生している場合は、利用機器の設定を変更することで解消する。対象機器：ひかり電話オフィ
ス A（エース）／ひかり電話オフィスタイプ対応アダプター「Netcommunity OG410Xa」 「Netcommunity G410Xi」

「Netcommunity OG810Xa」「Netcommunity OG810Xi」　発生条件：①本機器をインターネット接続用途で利用して
いる場合。②インターネット接続設定でセキュリティ設定を無効にして利用している場合。③機器設定用ログイン
パスワードを初期値より変更していない場合。　発生事象：本機に接続した端末（PC 等）から Web 等を閲覧しよ
うとすると、「Facebook 拡張ツールバックを取り付けて安全性及び使用流暢性を向上します」というメッセージが
出てインターネット接続ができなくなります。（メッセージが表示された場合、「OK」を押さないようにしてくださ
い。）　対処方法：ご利用機器の設定変更により解消します。
【機器の設定に関するお問い合わせ先】通信機器お取り扱い相談センタ　TEL:0120-970413（03-5667-7100 ※）※携
帯電話・PHS・050IP 電話用　受付時間：9：00 ～ 17：00　【故障受付窓口の連絡先】フレッツの故障　TEL:0120-
000113（24 時間受付）
（URL: https://www.ntt-east.co.jp/info/detail/180328_01.html ）

ＮＴＴ東・ＮＴＴ西が「Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＯＧシリーズ」におけるインターネット接続不可事象について注意喚起
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特集

スマホを新たに購入したり、賃貸住宅を借りたり、英会話教室やスポーツジムに通ったり・・・。生活するうえ
では様々な契約を自分で行う事が多くなります。しかし時には、事業者にしつこく勧誘されて契約内容をよく
理解せずに契約して、「こんなはずではなかった」と後悔するケースも。不当な勧誘や契約からあなたを守るた
めに、「消費者契約法」について知っておきましょう。

これだけは知っておきたい！
消費者契約のＡＢＣ

 １．消費者契約とは？
私たちがお店やネットショップでモノを買ったり

有料サービスを受けたりする場合など、消費者と事
業者との間で締結される契約を「消費者契約」とい
います。

例えばスマホを新規に契約する場合、スマホ本体
を購入する契約や通信サービスを利用する契約を結
びます。電子書籍や音楽配信、交通案内、ゲームな
どのアプリをインストールして有料のサービスを受
ける場合も、契約を結ぶのが普通です。高額な商品
の購入や長期間に渡る有料サービスにも契約を伴い
ます。日ごろあまり意識することはないかもしれま
せんが、私たちは暮らしの中で様々な消費者契約を
結んでいます。
　　消費者契約法は平成 13 年（2001 年）4 月から施
行されていますが、その後、平成 28 年（2016 年）に
は「取消しできる契約の範囲の拡大」や「無効とな
る不当な契約条項の追加」などの改正が行われまし
た（平成 29 年（2017 年）6 月に施行）。

＜消費者と事業者の間のすべての消費者契約に適用＞
　・事業者の不当な勧誘によって契約をしたときは、

消費者はその契約の「取消し」が可能
　・消費者の権利を不当に害する契約条項は「無効」

 ２．契約の取消しができるのはどんなとき？
　　「販売員の勧誘がしつこくて断り切れず、必要の
ないのに契約してしまった」「営業マンの言葉を信じ
て契約したが、後でよく確認したら言われた話と違っ
ていた」という経験はありませんか。事業者が消費

者を困惑させたり、誤認させたりするような不当な
「勧誘」をした場合、消費者はそれによって結んだ契
約を取り消すことができます（「取消権」といいます）。
具体的には、以下のような行為が「不当な勧誘」に
あたります。

■「取消し」ができる「不当な勧誘」とは
（１）重要事項について事実と異なる説明があった場

合（不実告知）
　契約の対象となる物やサービスの内容・品質・効
果などの説明、価格や支払方法、その他重要な事項（契
約内容）について、事実と違う説明をした場合。また、
契約の対象となる物やサービスに関連しない事項に
ついて、生命、身体、財産その他重要な利益につい
ての損害または危険を回避するための必要性につい
て、事実ではないことを言った場合。
（例）
・「この機械を付ければ電気代が安くなる」と勧誘し、
販売。（実際は、そのような効果はなかった）

（２）分量や回数などが多過ぎる場合（過量契約）
　消費者にとって通常必要とされる商品の分量や
サービスの回数等を著しく超えることを事業者が
知っていながら契約させた場合
（例）
・一人暮らしであまり外出せず、着物をふだん着る習
慣もない高齢の消費者に対して、事業者がそのこと
を知りながら、その消費者が店舗に訪れた際に勧誘
して着物を何十着も販売した。

（３）不確かなことを「確実だ」と説明された場合（断
定的判断の提供）
将来における変動が不確実な事項について、確実

であると告げた場合
（例）
・将来、確実に値上がりするとは限らない金融商品に
ついて、「確実に値上がりする」「必ずもうかる」な
どと説明して販売した。
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（４）消費者に不利な情報を故意に告げなかった場合
（不利益事実の不告知）
消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項に

ついて不利益となる事実を故意に告げなかった場合
（例）
・すぐ隣の土地に、眺めや陽当たりを阻害するマン
ションの建設計画があることを知りながら、それを
説明せずに、「眺望・日照良好」と説明して住宅を販
売した。

（５）営業マンなどが強引に居座った場合（不退去）
事業者が消費者の自宅や勤務先などで勧誘してい

るとき、消費者が事業者に対し、帰ってほしいなど
退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、事業
者が退去しなかった場合
（例）
・消費者の自宅を訪れた事業者に、消費者が「もうお
引き取りください」と言っても、「契約してくれるま
で帰らない」などと居座り、契約させた。

（６）販売店などで強引に引き留められた場合（退去
妨害）
事業者が勧誘している場所から、消費者が帰りた

いなど退去する意思を示したにもかかわらず、消費
者を退去させなかった場合
（例）
・事業者の販売店や事務所などで勧誘された消費者が、
「契約はしませんのでもう帰ります」と言っても、「ま
だ説明が終わらないから」などと強く引き留め、契
約させた。

■「取消し」ができる期間
取消しができる期間は以下のように期限がありま

す。
・追認（※）ができるときから 1 年間
・契約の締結のときから 5 年間
※「追認ができるとき」とは、消費者が誤認をし
たことに気付いたときや困惑を脱したとき等、
取消しの原因となっていた状況が消滅したとき
です。なお、契約を締結した日から5年が過ぎ
ると、時効により取消権が消滅するため、取消
しができなくなります。

 ３．契約書に書かれていても無効な条項とは？
　契約は、いわば消費者と事業者の間の約束ごとで
あるため、いったん結んだ内容はおろそかにできま
せん。ただし、消費者の利益を不当に害する内容に
ついては、契約書に示されていても効力を持ちませ
ん。例えば、以下のような契約事項は無効になります。

（１）事業者に責任がある場合でも、「損害賠償責任は

ない」とする条項
　　（事業者の損害賠償責任を免除する条項）
　損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の
故意または重過失による場合に損害賠償責任の一部
を免除する条項は無効
（例）
・「当ジムは、会員の施設利用に際し生じた傷害、盗
難等の人的・物的ないかなる事故についても一切責
任を負いません」とする条項

（２）「一切のキャンセルや返品・交換などを認めない」
とする条項

　　（消費者の解除権を放棄させる条項）
（例）
・「販売した商品については、いかなる理由があって
も、ご契約後のキャンセル・返品、返金、交換は一
切できません」とする条項

（３）消費者が負う損害金やキャンセル料が高過ぎる
場合

　（消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等）
　契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、
遅延損害金につき年利 14.6％を超える部分についての
条項は無効
（例）
・結婚式場等の契約において「契約後にキャンセルす
る場合には、以下の金額を解約料として申し受けま
す。実際に使用される日から 1 年以上前の場合：契
約金額の 80％」とする条項
・「毎月の家賃は当月 20 日までに支払うものとする。
前記期限を過ぎた場合には 1 か月の料金に対し年
30％の遅延損害金を支払うものとする」といった条
項

 ４．契約について困ったときは
　消費者契約法は、労働契約を除くすべての消費者
契約に適用されます。日常生活の中で、「不当な勧誘
を受けて契約してしまった」「契約を取り消したい」

「この契約条項は不当なのではないか」など、契約
に関して困ったこと、分からないことがあるときは、
身近な消費生活相談窓口にご相談ください。

■相談窓口はこちら
・消費者ホットライン　１８８（いやや）
　全国どこからでも、3 桁の電話番号「188」でご連
絡ください。お近くの地方自治体の消費生活相談窓
口をご案内します。

（出典：政府広報オンライン　https://www.gov-online.go.jp/
useful/article/201803/3.html）
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防犯や安全 ･ 安心を目的に監視カメラを導入する
企業や自治体が増えている。
　2012 年に開催されたロンドンオリンピックでは、
会場周辺に約 3000 台の監視カメラが設置された。

日本でも 2020 年に向けて、東京を中心に首都圏で
は同規模まで設置台数が増えるとともに併せて監視
カメラのネットワーク化が進むと見られている。
　フル HD から 4K への高精細化 ･ 高解像度化も進
んでいる。4K 対応ネットワークカメラなら、遠隔で
撮影した映像から特定の場所を切り出してクローズ
アップしても、ぼやけることなく鮮明に映し出すこ
とが可能だ。このため、平常時は街中やスタジアム
などの広域監視に用い、事件やトラブルが発生した
際に不審者の顔や自動車のナンバープレート、手元
の紙幣の模様などを拡大表示し確認するといった使
い方も実現できる。
　ただ、4K 対応カメラの画素数は 3840 × 2160 で、
フル HD（920 × 1080）の約 4 倍、SD（720 × 480）
の約 24 倍にもなる。防犯用途ではカメラを 24 時間
365 日稼働し続けることが必要であり、4K 映像のデー
タ量は膨大になる。ネットワークの帯域を圧迫する
ことが大きな課題だ。
　屋外にネットワークカメラを設置する場合、自由
度の高さから無線ネットワークが適しているが、2020
年に商用サービスが始まる 5G を持ってしても限界が
ある。そこで 2 つの新技術に期待が集まっている。

■通信内容に応じて NW を振り分け
NTT ネットワークサービスシステム研究所が取り

組んでいるのが、NFV･SDN 技術を活用した ｢ネッ
トワークスライシング｣ だ。
　これは、ネットワークを仮想的に分割（スライス）
することで、多様なニーズに応える技術のこと。ト
ラフィック量や通信内容に応じて、最適な仮想ネッ
トワークを柔軟に構築する。さらに NTT の研究所で
は仮想ネットワークの構築およびトラフィックの振
り分けを動的に行う技術など踏み込んだ研究開発に
取り組んでいる。
　例えば、通常は ｢ベストエフォートスライス｣ と

いう速度重視のスライスを用いて標準画質で監視を
行い、不審者を検知するとカメラの画質を 4K に切り
替えると同時にネットワークについても ｢高性能ス
ライス｣ に切り替え、高精細な画質で人物を特定可
能にするといった使い方が想定されている。
　防犯事業者やカメラメーカーなどネットワークカ
メラを使ったサービスを提供している事業者は、必
要なときだけ広帯域のネットワークを使うことがで
き、コストを抑えられるという。
　｢トラフィックのひっ迫という IoT/5G における課
題を解決する 1 つの方法であり、アプリケーション
からネットワークまで一気通貫に提供できることも
重要になってくる｣ と NTT ネットワークサービスシ
ステム研究所ネットワークシステム研究開発企画推
進プロジェクト ネットワークオープンイノベーショ
ン戦略 DP 研究員の吹上悠貴氏は説明する。
　ネットワークスライシングに加えて、NTT の動的
制御機能を使用する場合、動的制御機能が振り分け
機能に入ってくるトラフィックを監視しており、そ
の状況に合わせて振り分けルールを動的に切り替え
るとともにオーケストレータにも指示を出すことで
スライスが生成される。
　例えばトラフィックが増えると、行先の変更と高
性能スライスの生成を指示する。これにより、エン
ドユーザーが意識しなくても常に最適な通信サービ
スが提供される仕組みだ（図表 1）。
　ネットワークスライシングは、基本的には 1 つの
通信事業者のネットワーク内で提供されるものだが、
NTT ネットワークサービスシステム研究所では異な
る複数の通信事業者が連携したネットワークスライ
シングの実現も目指している。
　異なる通信事業者の回線を相互接続するポイント

（POI）における仕様が統一されれば、ネットワーク
を利用するサービス事業者からの指示により一括で
自動設定できるようになる。

ネットワークカメラであれば、高解像度の映像伝
送向けは大容量通信用ネットワーク、標準画質向け
には通常通信用ネットワークというようにサービス
事業者が目的に合わせて最適なネットワークを通信

業界特集

ネットワークカメラは4K時代を迎えようとしており、ネットワーク負荷の増大が重大な課題になりつつある。
そこでネットワークスライシングやモバイルエッジコンピューティング（MEC）への注目が高まっている。

文◎坪田　弘樹、村上麻里子（テレコミュニケーション）

４Ｋ対応で負荷増大するネットワークカメラ
鍵を握るＮＷの効率活用
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事業者に関係なく提供することも可能になるという
（表 2）。
　ただ、その実現のためには越えるべき ｢壁｣ も存
在する。｢ネットワークスライシングには NTT 以外
にも多くの企業が取り組んでいるが、まだ標準化方
式が定まっておらず、検討すべき課題も多い。安価
なサービスとして実用化するには、標準化の段階か
ら積極的に関わっていく必要がある｣ と吹上氏は話
す。NTT ネットワークサービスシステム研究所では、
複数の通信事業者の連携を可能にするため、実証実

験の成果を各種標準化団体にアピールしていく予定
だ。

図表1　「ネットワークスライシング」のイメージ

NTTネットワークサービス
システム研究所
ネットワークシステム研究
開発企画推進プロジェクト
ネットワークオープンイノベーション
戦略 DP研究員
吹上悠貴氏

図表2　事業者を柔軟に組み合わせたサービスイメージ
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■低遅延で人物検知にも活用
　もう 1 つ、注目されている新技術はモバイルエッ
ジコンピューティング（MEC）だ。

MEC とは、モバイルネットワークの基地局近傍に
アプリケーションサーバーを配置することで、ネッ
トワークの負荷低減や遅延時間の短縮によるリアル
タイム性の向上などを実現するもの（図表 3）。5G は、
無線区間の遅延時間を 1 ミリ秒以下に短縮すること
を目標にしている。MEC によって、さらに基地局か
らサーバーまでの有線区間も短縮することで、トー
タルでの低遅延を実現できる。
　なお、MEC は 5G 時代に活躍が期待されるが、5G
用の技術というわけではない。NTT ドコモと富士通、
富士通研究所の 3 社は昨年、LTE 商用網に接続して
の実証実験に成功しており、LTE でもこれらの特徴
を発揮することが証明されている。
　この MEC をネットワークカメラに適用することで
得られる効果は、次の 2 つだ。
　1 つめに MEC サーバーで映像を処理し、基地局よ
り上位のコアネットワークにはトラフィックを流さ
ないことで、ネットワークの負荷を低減できる。
　2 つめは、MEC サーバー上で処理を行うことで低
遅延を実現可能な点だ。富士通ネットワークプロダ
クト事業本部次世代ソリューション統括部部長の手
塚康夫氏によれば、基地局近傍に用意する仮想サー
バー上では、サードパーティを含む様々なアプリケー
ションを稼働させることができる。例えば、AI（人
工知能）を使った人物検知や顔認証システムを載せ、
数千人あるいは数万人の中から不審者や迷子を探し
出すことも可能だ。
　また、MEC からインターネットヘはデータが流れ
ないので、ネットワークカメラが捉えた人物や顔の
画像が外部に漏れず、セキュリティ面でも安心とい
うメリットもある。
　ネットワークカメラは今後、警備員が体に装着し
たり、パトカーに搭載される可能性も高い。「さらに
台数が増え、しかも移動しながらデータをやり取り
するので、無線を効率的に活用できる MEC が役立
つのではないか｣ と NTT ドコモ無線アクセスネット
ワーク部 無線企画部門システム企画担当課長の蔭山
貴幸氏は予想する。
　将来的には、各所に設置されたネットワークカメ

ラが連携し、不審者を追尾することも行われるよう
になる。こうした時代を見据え、富士通研究所では
MEC と MEC 間あるいは MEC とクラウド間で効率
的にデータを引き渡す技術の研究に取り組んでいる。
　また、富士通ネットワークプロダクト事業本部次
世代ソリューション統括部マネージャーの安藤嘉浩
氏は ｢MEC のプラットフォームは仮想環境で行って
いるため、NFV を活用するネットワークスライシン
グとの親和性も高い｣ と指摘する。MEC サーバーで
トラフィックを分析し、そのデータを基にスライシ
ング技術に対応した基地局で最適なリソース配分を
行うといったことが実現すれば、ネットワークをよ
り効率的に活用することが可能になる。
　3 社は今後も実証実験を重ねながら商用化を目指し
ていくが、MEC を使ったビジネスは従来とは異なっ
た課金体系になりそうだ。
　従来のデータ通信は、コアネットワークに届いた
データに課金する仕組みを取る。
　NTT ドコモ無線アクセスネットワーク部無線企画
部門システム企画担当主査の濱毅氏によると、MEC
は端末とサーバー間のやり取りになるため、サービ
ス事業者に MEC サーバーを貸し出し、その使用料を
受け取るといったビジネスモデルになることも考え
られるという。

（出典：テレコミュニケーション March 2018）

図表3　MEC（Mobile Edge Computing）のイメージ

NTTドコモの濱毅氏、蔭山貴幸氏、富士通の手塚康夫氏、安藤嘉浩氏、富士通研究所の木村大氏
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図表3　MEC（Mobile Edge Computing）のイメージ
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新製品・新サービス

ヤマハがインテリジェント L2 PoEスイッチを発売

■スイッチ特長
1. 高度な監視機能
　PING による監視だけでなく、LLDP
の定期通信確認や端末が接続されてい
るポートの受信スループット確認の３
つを組み合わせることで、従来できな
かった接続端末の異常状態を検出する
ことが可能です。また、異常状態を検
出した場合の動作を３つから選択でき
ます。接続している端末が PoE 受電機
器の場合は、スイッチ単体で給電をオ
フ / オンすることで復旧を試みること
が可能です。
2. パフォーマンス観測機能
　スイッチ単体で内部リソースの使用
量やトラフィック量を定量的に観測す
る機能です。短期的な通信状況の把握
や長期的な需要予測から将来の設備設
計に活用できます。
3. セキュリティ機能強化
　IEEE802.1X 認証、MAC アドレス認
証に加え、Web 認証にも対応。
4. LAN の 可 視 化 機 能「LAN マ ッ プ 

Light」搭載

ヤマハ株式会社は、スイッチ製品の新たなラインアップとして、インテリジェント L2 PoEスイッチ『SWX 
2310P-10G/18G/28GT』の発売を開始しました。この製品は、IEEE802.3atに準拠した PoE給電機能をす
べての LANポートに搭載し、全ポート同時に15.4Wの給電が可能です。また、ネットワークの可視化機能「LAN
マップ Light」でスイッチを通じて LANの状態を一目で確認することができます。

■監視機能図

■パフォーマンス観測図
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分類 項目 SWX2310P-10G SWX2310P-18G SWX2310P-28GT

インター
フェース

LANポート数 10 （※ 4） 18 （※ 5） 24
SFPスロット数 2 （※ 4） 2 （※ 5） －
SFP+スロット数 － 4
コンソールポート 1ポート（RJ-45）, 1 ポート（USB mini-B）
オートネゴシエーション 〇
Auto MDI/MDI-X 〇

PoE

PoE給電可能ポート 8（ポート 1～ 8, IEEE802.3at 準拠） 16（ポート 1～ 16, IEEE802.3at 準拠） 24（ポート 1～ 24, IEEE802.3at 準拠）
給電方式 Alternative A（データ線 1, 2, 3, 6 利用）
最大給電能力（1 ポートあたり） 30W
最大給電能力（装置全体） 124W 247W 370W

性能

スイッチング容量 20Gbit/s 36Gbit/s 128Gbit/s
転送能力 （※ 1） 14.88Mpps 26.79Mpps 95.24Mpps
レイテンシー（10G/1000M/100M/10M） （※ 2） -/3.4 μ s/6.4 μ s/38.0 μ s -/3.4 μ s/6.4 μ s/38.1 μ s 1.5 μ s/2.7 μ s/5.6 μ s/36.9 μ s
最大MACアドレス登録数 16,384
フレームバッファー 1.5MB
ジャンボフレーム対応サイズ 最大 10,240byte

リンクアグリゲーション スタティック設定 , LACP（IEEE 802.3ad）

VLAN

VLAN ポートベースVLAN, タグVLAN（IEEE 802.1Q）, プライベートVLAN, Voice VLAN
スパニングツリー STP（IEEE 802.1D） （※ 6）, RSTP（IEEE 802.1w） （※ 6）, MSTP（IEEE 802.1s）
ループ検出 〇
最大VLAN数 256（VLAN ID 1 ～ 4,094） （※ 7）

IPマルチキャスト IGMP Snooping（v1/v2/v3）

制御

ACL 標準 IPv4 ACL, 拡張 IPv4 ACL, IPv6 ACL, MAC ACL

QoS
送信キュー割当て（CoS, DSCP, ポート優先度）, ポリシーベースQoS（個別ポリサー , 集約ポリサー）, プレマー
キング（CoS, ToS, DSCP）, リマーキング（CoS, ToS, DSCP）, スケジューリング（SP, WRR）, 輻輳制御（Tail 

Drop）, シェーピング（ポート単位 , 送信キュー単位）
フロー制御 IEEE 802.3x（全二重）, バックプレッシャー（半二重）, HOLブロッキング防止
ストーム制御 〇

管理／
設定

管理プロトコル SNMP（v1/v2c/v3/Private MIB）, RMON（v1/v2）
セキュリティー , 認証機能 ポート認証（IEEE 802.1X 認証 , MACアドレスベース認証）, Web 認証 , ポートセキュリティ
プログラム管理 TFTPによる更新 , Web GUI による更新 , microSDカードからの更新 /起動
ロギング機能 メモリに蓄積 , SYSLOGでの出力 , 定期的なログのバックアップ機能
ログ記憶容量 最大 10,000 行
サポート機能 ポートミラーリング , ポートシャットダウン , リンクスピードダウンシフト , パケットカウンタ , 省電力モード

（IEEE 802.3az EEE）, DHCPクライアント , 時刻管理（手動設定 , SNTP）
L2MSマスター（※ 3） LANマップLight（スレーブ/端末管理 , スナップショット , メール通知 , 機器一覧 , タグVLAN設定 , マルチプルVLAN設定）
L2MSスレーブ （※ 3） L2MSマスターの Web GUI による状態表示 , ネットワーク構成表示
スタック － 〇（最大 2台）
設定手段 Web GUIによる設定, コンソール/TELNETによるコマンドを使用した設定, TFTPによるダウンロード/アッ

プロード , microSDカードからのコピー /起動
動作環境条件 周囲温度 0 ～ 50℃ , 周囲湿度 15 ～ 80%（結露しないこと）
電源 AC100 ～ 240V（50/60Hz） （※ 8）, 電源内蔵（電源スイッチなし）, 電源インレット（3極コネクター , C14 タイプ）
最大消費電力（皮相電力）, 最大消費電流 , 発
熱量 162W（176VA）, 1.8A, 584kJ/h 306W（326VA）, 3.4A, 1102kJ/h 459W（468VA）, 5.1A, 1653kJ/h
エネルギー消費効率（W/（Gbit/s）） A区分　1.3（※ 9） A区分　1.0（※ 9） A区分　0.5（※ 9）
最大実効伝送速度（Gbit/s） 10（※ 9） 18（※ 9） 64（※ 9）
測定時ポート速度とポート数 1Gbit/s: 10 （※ 9） 1Gbit/s: 18 （※ 9） 1Gbit/s: 24 （※ 9）

10Gbit/s: 4
筐体 金属筐体 , ファン：2基 金属筐体 , ファン：3基 金属筐体 , ファン：4基
電波障害規格 , 環境負荷物質管理 VCCI クラスA, RoHS対応 , 省エネ法準拠
外形寸法 220（W）× 42（H）× 294（D）（突

起物を除く）mm
330（W）× 44（H）× 294（D）（突

起物を除く）mm
440（W）× 44（H）× 294（D）（突

起物を除く）mm
質量（付属品含まず） 2.2kg 3.0kg 3.9kg

（※ 1）フレームサイズ64Byte時（ノンブロッキング）です。  
（※ 2）RFC2544に準じた測定値（ストア＆フォワード方式 , フレームサイズ64Byte）です。  
（※ 3）L2MS（Layer2 Management Service）は、ヤマハネットワーク機器をレイヤー2レベルで管理する機能です。L2MSスレーブ対応機種は、技術情報（RTpro）サイトにて公開しております。
（※4）"9-10ポートはコンボポートです。LANポートとSFPスロットは排他利用となります。同時にLAN、SFPポートにケーブルを挿入しないでください。誤動作の原因になることがあります。
コンボポートのLANポートは1000Base-Tのみ対応します。
（※5）"17-18ポートはコンボポートです。LANポートとSFPスロットは排他利用となります。同時にLAN、SFPポートにケーブルを挿入しないでください。誤動作の原因になることがあります。
コンボポートのLANポートは1000Base-Tのみ対応します。
（※6）STPおよびRSTPは、MSTPの下位互換により対応します。  
（※ 7）VLAN ID 1はデフォルトVLAN IDです。  
（※ 8）付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。  
（※ 9）「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づくスイッチのエネルギー消費効率です。

■お問い合わせ先
ヤマハ株式会社　　ヤマハルーターお客様相談センター
TEL　03-5651-1330
ホームページ URL　https://network.yamaha.com/

■「WLX313」特長
1. トライバンド

従来の 2.4GHz ＋ 5GHz に加え、もう 1 つ 5GHz に対応。
　Fast DFS、接続端末自動分散機能などで、快適な通信環境を実現。
2. 様々な設置環境に対応
　従来の内蔵アンテナによる壁掛けや天井設置だけでなく、製品同梱
のショートポールアンテナ、スタンドを使うことで、卓上設置に新た
に対応。
3. 無線 LAN 見える化機能搭載
4. 災害時モード搭載

ミッドレンジ・無線 LANアクセスポイント『WLX313』5月発売予定

本体イメージ

卓上設置例
（ショートポール
アンテナ利用）
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具体的にはヤマハが、
❶自社ホームページで展開する無料の初心者向け

研修サイトの紹介
❷ ITCA 本部研修の補講的位置付で、全国で開催

するヤマハ実践講習会（SCSK ハンズオンセミナー：
無料）を ITCA 会員向けに開催

❸会員が❷を受講・終了した場合、ヤマハの製品
（ルーター・スイッチ・無線 AP）を検証機材として
無償提供

❹ ITCA 本部研修用機材としてヤマハのルーター
提供、本部事務局へデモ機材としてヤマハの製品

（ルーター・スイッチ・無線 AP）の提供
　以上の❶～❹の ITCA に支援を頂くことにより、
ヤマハ製品の認知度向上、会員のビジネスチャンス
の拡大、会員の拡大、入会メリットの実感等に貢献
すると共に、ITCA のより一層魅力ある組織運営を目
指して行きます。

なお、この支援内容については、2018 年度限り
の予定です。（別紙 1-1 参照）

■ヤマハ
ヤマハ株式会社は、1887 年に創業者の山葉寅楠（や

まは とらくす）が浜松尋常小学校（現、元城小学校）
のオルガン修理を切っ掛けに創業。

楽器のデジタル音源技術から派生したデジタル音
声処理技術を応用して、1987 年に世界初のデジタル

処理による FAX モデム LSI を開発し情報通信に参入。
ヤマハネットワーク製品は、1995 年に ISDN-LSI

の応用製品の一つとしてインターネット接続用ルー
ター「ISDN リモートルーター RT100i」を発売、法
人向けルーターとして、高いシェアと高い顧客満足
度評価を得ている。

ヤマハは、リーズナブルな法人向けスイッチや無
線 LAN アクセスポイントを製品化。ヤマハルーター
と連携することで、グラフィカルな GUI で LAN を
管理でき、速やかなトラブルシューティングを可能
にする「LAN マップ」を開発し、LAN の見える化（マ
ネージメント化）を実現。

ヤマハの UC（ Unified Communication）製品は、
AV 製品や PA 製品の音響デジタル処理技術を応用し
た遠隔会議用マイク・スピーカー製品「プロジェク
トフォン」を 2006 年に発売、以来「話しやすく」「聞
きやすく」「疲れない」音声コミュニケーションを実
現し、国内外でご好評。働き方改革が社会テーマと
なり、遠隔コミュニケーションへの期待が高まるな
か「Skype for Business」向けマイクロソフト認定モ
デル「ユニファイドコミュニケーションマイクスピー
カーシステム YVC-1000MS」を発売し、ワークスタ
イル変革にも貢献。
■ ITCA

ITCA は、1953 年（昭和 28 年）12 月郵政大臣の許
可を得て「社団法人全国 PBX 設備協会」として発足
し、情報通信設備トータルネットワークの提供、ICT
とソリューションサービスの提供を目指し、2012 年

（平成 24 年）「一般社団法人情報通信設備協会」へと
移行し、NTT を始めとしたキャリアや通信機器メー
カー等と連携し、ICT 時代をリードして事業活動を
積極的に展開しています。

■支援概要、参加資格等
　この度の支援内容は「別紙１-1」の❶～❹です
が、❷に参加いただく会員の資格については、原則、
ITCA 本部研修の「中級ネットワーク技術者研修」修
了者で「ネットワークプランナー・マスター」の資
格取得者とします。
　また、セミナー受講後、会員元へヤマハの検証機

INFORMATION

ヤマハ株式会社（本社：静岡県浜松市、代表執行役社長：中田卓也、以下：ヤマハ）、一般社団法人情報通信設備
協会（本部：東京都中央区、会長：大木一夫、以下 :ITCA）は、2017年8月賛助会員入会を契機に ITCA本部研
修に関連した支援策の検討を進めてきましたが、具体的な支援内容の進め方等が決定したことから、2018年度
第1四半期から実施することとなりました。

ヤマハ株式会社からのＩＴＣＡ支援について

（左から）ヤマハ㈱池松伸雄 SN事業推進部長と ITCA大木一夫会長
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材一式（ルーター・スイッチ・無線 AP）※（別紙 2
参照）を送付しますが、この検証機材を活用した「検
証機材活用レポート」を受領後 3 ヵ月、6 ヵ月後にヤ
マハへ提出して頂きます。
　この支援策❶❷のセミナー受講料及び❸の機材提
供は無料です。
※　ルーター　：RTX830
　　スイッチ　：SWX2100-5PoE、SWX3100-10G
　　無線 AP 　：WLX313
　
■お申込み方法　

参加資格の条件に適合されている会員は、ITCA
ホームページからヤマハのセミナースケジュール

「別紙 3」を確認のうえ、ヤマハセミナー申込書兼検
証機材送付依頼書「別紙 4」、を記入の上、原本を
ITCA 本部の事務局へメール送信又は郵送でお願いい
たします。（別紙 1-2 参照）

事務局にて、書類を確認後、SCSK へ送付します。 
SCSK で書類到着後、セミナー日程等確認後、会員へ
セミナー参加可否の連絡をします。

セミナー受講後、先着 50 会員にヤマハより検証機
材一式（ルーター・スイッチ・無線 AP）を送付いた
します。

なお、書類上で、不明な点がありましたら、下記
の担当者までご連絡下さい。

　　　
■その他
・本件の支援については 2018 年度限りとし、申込締

切は 2019 年 2 月末日とします。
・「検証機材活用レポート」を受領後 3 ヵ月、6 ヵ月

後にヤマハへ提出頂けない場合は、検証機材は返
納して頂きます。

■問い合せ先
【ヤマハ株式会社】

音響事業本部　事業統括部　SN 事業推進部　国内
営業グループ
担当　小杉、平野　 TEL：03-5488-6676

【SCSK 株式会社】
IT プロダクト & サービス事業本部　ネットワーク
プロダクト部
担当　山本　TEL：03-5859-3032

【（一社）情報通信設備協会　本部事務局】
担当　齋藤、花園　TEL: 03-5543-2250
E-mail：seminar@itca.or.jp
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協会会員 協会本部 ＳＣＳＫ ヤマハ

セミナー
HP

セミナー案内

セミナー受講希望 ＨＰ参照、
期日把握

申込書兼
送付依頼書送付

資格者等チェック

NG OK

セミナー開催
（受講完了確認）

受講者変更

セミナー受講

申込書兼
送付依頼書送付

検証機材1セット、レポート提出用紙送付

受領後、3ヵ月目 １回目レポート提出

受領後、６ヵ月目 ２回目レポート提出、完了

申込書受領

申込書受領

申込書受領

ヤマハセミナー受講者向け検証機材提供までのフロー

セミナー受講可否通知

NG OK

内容確認

受
講
日
等
変
更

機材活用

レポート活用

申込書兼
送付依頼書送付

別紙１-2
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ヤマハセミナー申込書兼検証機材送付依頼書 

平成    年   月   日 

ITCA研修事務局 殿 

  次のセミナーについて、研修内容と受講要件を確認の上、受講の申込みをします。 

【申込会社名等記入欄】 

会社名 

（フリガナ） 会員番号  

 

（会社ＵＲＬ：                         ） 

℡（       ）       － FAX（       ）       － 

会社住所 
〒 

 

申込担当者の 

部署及び氏名 

       部         課      担当 ℡（       ）       － 

（氏名） E-mail： 

 ご記入いただいた個人情報は、SCSK主催のヤマハセミナーの受講に関する事務処理（連絡、受講の確認、研修名簿の整備）及び業務統計、当協会のるセミナー等の案内に利用させていただき他の目的には利用いたしません。 

 

【受講希望セミナー】 

開催場所 東京  ・  大阪  ・  名古屋  ・  福岡  ・  その他 （          ）  

開催月日 平成    年     月     日  （  ） 

セミナー名 ITCA様向けヤマハネットワーク機器 実践講習会 

【受講申込】    （※欄は記入しないで下さい。） 

受講者氏名 部署名 連絡先℡ E-mail 
情報ネットワークプランナ

ー・マスター資格者証 No 

ITCA 

※ 

SCSK 

※ 

     □ □ 
     □ □ 
     □ □ 
     □ □ 
     □ □ 

注：情報ネットワークプランナー・マスター未資格者は本セミナーを受講出来ません。 

 

【検証機材送付先】    検証機材不要の場合は右記欄にチェックをお願いします   □ 

会社名 

（フリガナ） 会員番号  

 

（会社ＵＲＬ：                             ） 

℡（       ）       － FAX（       ）       － 

会社住所 
〒 

 

送付先担当者の 

部署及び氏名 

       部         課      担当 ℡（       ）       － 

（氏名） E-mail： 

 

◆受講要件 

１．情報ネットワークプランナー・マスター未資格者は本セミナーを受講出来ません。 

２．本セミナーを受講完了確認ができない場合は、検証機材の送付は出来ません。 

３．本セミナーの受講完了確認者の会社（協会会員）へ検証機材（1セット）を送付いたします。 

但し、検証機材受領後、3 ヵ月・6 ヵ月経過後に指定の様式により「検証機材活用レポート」をヤマハへ提出して頂きます。 

４．レポート未提出の場合は、検証機材は返納して頂きます。 

●申込手順等 

１．上記の記入欄（太枠部分）に必要事項を記入し、メールまたは FAXにてお送り下さい。 

２．開催予定日の 10日以内に受講の可否をお知らせします。 

●お申し込み先 

E-mail：seminar@itca.or.jp  左記アドレスに入力した申込書を添付ファイルでお送り下さい。 

FAXの場合は 03-5244-9711 にお送り下さい。 

●問合せ先  

〒104-0042 東京都中央区入船 2－9－5 HKビル 5F 一般社団法人 情報通信設備協会 ℡：03-5543-2250 

別紙４ 

開催地 開催日 会場名 住　所
東　京 7 月20日（金） SCSK お台場オフィス 〒135-0091　東京都港区台場2-3-1（トレードピアお台場）
福　岡 9 月 7日（金） SCSK 九州オフィス 〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前3-30-23（博多管絃ビル）
東　京 9 月14日（金） SCSK お台場オフィス 〒135-0091　東京都港区台場2-3-1（トレードピアお台場）
仙　台 10月 5日（金） 土屋不動産 PARM-CITY131 貸会議室 〒980-0811　仙台市青葉区一番町3丁目1-16 （PARM-CITY131）
札　幌 10月12日（金） カタオカビル貸会議室 〒060-0062　北海道札幌市中央区 南2条西3丁目13-4
愛　媛 10月19日（金） ひめぎんホール別館 〒790-0843　愛媛県松山市道後町2丁目9番14号
大　阪 10月26日（金） SCSK 北浜オフィス 〒541-0041　大阪府大阪市中央区北浜1-8-16（大阪証券取引所ビル）
広　島 11月 2日（金） 広島オフィスセンター 〒732-0805　広島県広島市南区東荒神町3-35
金　沢 11月30日（金） フレンドパーク石川 〒920-0024　石川県金沢市西念3丁目3番5号
名古屋 12月 7日（金） SCSK 伏見オフィス 〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦2-16-26（SC伏見BLDG.） 
東　京 1 月18日（金） SCSK お台場オフィス 〒135-0091　東京都港区台場2-3-1（トレードピアお台場）

別紙3　【ITCA様向けヤマハネットワーク機器　実践講習会スケジュール】
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INFORMATION

ITCAとアライドテレシス協業スキームの状況について

2017年3月より開始致しました協業スキームも開始から1年を経過し、全国の会員様16社から認定
のお申込みを戴き、35都道府県のエリアでお客様及び工事作業を紹介できる状況となりました。
スキームに登録するには、ITCAのLAN認定、ITCA本部主催研修ネットワークプランナー・ワイヤレス

資格の取得が条件となりますが、情報通信設備協会会員のみの特別な認定制度になりますので、
皆様のご参加をお待ちしております。

協業についての詳細は、情報通信設備協会のホームページから新着情報 2017/9/7アライドテレ
シス(株)との協業について(改訂版)をご覧ください。
URLは：http://www.itca.or.jp/data/newsinfo/info170907_1.pdf
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北第百通信電気株式会社様にケーブリング工事を実施して頂いた事例を紹介いたします。協業ス
キーム開始以来、お客様紹介は数社させていただいておりましたが、今回、アライドテレシスより
工事を発注する初の事例となります。

２０１８年３月北海道の某大学様へ、ペーパレスシステムの導入に伴う、無線ネット
ワークの構築に、北第百通信電気様へワイヤリング工事をお願い致しました。

協業スキームの事例について

大学様よりアライドテレシスに無線ネットワークの構築相談があり、無線機器の設定から敷設まで
依頼をされました。設定についてはアライドテレシス内で実施することとなりましたが、無線機器の
敷設とワイヤリングについては、工事企業に任せることとなりました。アライドテレシスの担当営業
が本スキームで北第百通信電気様との協業を進めていることを知り、ワイヤリング工事を直接北
第百通信電気様のご担当者永澤様へお願いする運びとなりました。

２０１８年３月２９日に施工を終え、４月２日よりペーパーレスシステムによる教授会が無事行われ
ております。

本社所在地： 札幌市中央区南５条西２２丁目２番１２号
代表者： 渡辺敏郎
事業内容： 音声コミュニケーション（ＰＢＸ・ＩＰ－ＰＢＸ・ＳＩＰ－Ｓｅｒｖｅｒ・VoＩＰ）CTI関連システム

の構築および運用サポート
ネットワ－ク（WAN・LAN）、情報システムの構築および運用サポート
映像・音響・ナ－スコ－ル・セキュリティ他 弱電機器システム構築

拠点所在地： 旭川、函館、室蘭、千歳、釧路
URL： http://www.kdts.co.jp

北第百通信電気株式会社様ご紹介

今回ご導入いただいた大学では、教授会をペーパー
レスで実施するため、キャンパスの一部（視聴覚室）
でタブレット端末で会議が出来る環境を構築しました。

教授会のたびに膨大な紙の資料を参照していた状
況をペーパーレスにするのが目的です。

北第百通信電気様による視聴覚室へのLAN配線工
事を行っていただきました。
視聴覚室ステージ横のPoEスイッチから無線アクセ
スポイント3台とPC2台までのUTPケーブルの配線を
行っていただきました。

無事に導入を終え、その日のうちに大学関係者様に
無線LAN利用の説明を行いました。

導入の様子

お客様の要望

スキーム利用までの経緯
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平成30年度定時総会（第64回）のご案内

1．日　時
　平成 30 年 6 月 20 日（水）　午後 3 時 00 分から

2．場　所
メルパルク東京　4 階　孔雀の間
港区芝公園 2-5-20　　　電話 03-3433-7210
http://www.mielparque.jp/tky/tky01.html

3．次　第
第 64 回定時総会
議案　（1）平成 29 年度事業報告

（2）平成 29 年度決算報告
平成 29 年度監査報告

（3）平成 30 年度事業計画
（4）平成 30 年度収支予算計画
（5）役員の選任
（6）その他

4．懇親パーティー
　午後 5 時 30 分から　5 階　瑞雲の間
　会員とご来賓皆様の情報交換の場として、総会後、
引き続き懇親パーティーを開催いたしますので、奮っ
てご参加をお願いいたします。

5．お願い
　総会の成立には、定款第 17 条により正会員の過半数
の出席（または委任状）が必要です。
総会にご出席いただけない場合は、5 月上旬にお送り
しました「第 64 回定時総会のご案内」に同封の「委任
状」にご署名、ご押印の上、5 月 25 日（金）迄にご返
送くださいますようお願いいたします。

6．問合せ先
一般社団法人情報通信設備協会　事務局
電話 03-5543-2250　　　http://www.itca.or.jp

7．会場案内図

　一般社団法人情報通信設備協会の第64回定時総会を下記のとおり開催いたしますので、会員の皆様の多数のご出席を
お願いいたします。

上記の協会本部総会に先立ち、各地方本部の定時総会を次のとおり開催いたしますので、会員の皆様には地方本部総会
へのご出席も、よろしくお願いいたします。
　なお、詳細につきましては各地方本部からご案内いたします。

地方本部 月日 開会時間 会場 住所
関　東 5/24（木） 115:000 メルパルク東京 港区芝公園 2-5-20
信　越 5/21（月） 115:000 アートホテル新潟 新潟市中央区笹口 1-1
東　海 5/15（火） 15:00 ローズコートホテル 名古屋市中区大須 4-9-60
北　陸 5/24（木） 17:00 ホテル日航金沢 金沢市本町 2-15-1
関　西 5/23（水） 13:30 中央電気倶楽部 大阪市北区堂島浜 2-1-25
中　国 5/18（金） 114:300 メルパルク広島 広島市中区基町 6-36
四　国 5/25（金） 16:00 東京第一ホテル松山 松山市南堀端町 6-16
九　州 5/18（金） 16:00 タカクラホテル福岡 福岡市中央区渡辺通 2-7-21
東　北 5/22（火） 115:300 ハーネル仙台 仙台市青葉区本町 2-12-7
北海道 5/24（木） 16:30 ホテルノースシティ 札幌市中央区南 9 条西 1 丁目

平成30年度地方本部総会開催日程
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地方本部研修・セミナー　INFORMATION

関東

平成３０年度第１回定例講演会（協賛：情報通信月間推進協議会）
日程 平成30年5月30日（水）

参加費 無料
時間 13:30 ～ 16:30（開場：13:00）

会場
メルパルク東京　４F　孔雀の間

（東京都港区芝公園 2-5-20　TEL:03-3433-7210）
 http://www.mielparque.jp/tokyo/

申込み
方法

関東 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：03-5244-9711

研修
内容

（1）「デジタル化時代の通信・ネットワーク市場」
    ～これから業界で起こる５つのこと～
講師：株式会社リックテレコム
      テレコミュニケーション編集部
　　　エディトリアル　ディレクター
　　　坪田弘樹　様

（2）”ヤマハ”って知っていますか？
講師：ヤマハ株式会社
      音響事業本部　事業統括部
　　　ＳＮ事業推進部　国内営業グループ
      主幹　　平野尚志　様

問合
せ先

関東地方本部事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711
※詳細は関東地方本部ホームページ

（Http://kanto.itca.or.jp）をご覧ください。

関東

現場代理人研修（旧　現場リーダーシップ研修）
日程 平成 30 年 6 月22日（金） 定員 10 名（申込数が少ない場合は中止する事があります）

時間 9:00 ～ 17:00 受講料 1 名（教材費・消費税込み）
会員：12,960 円　非会員：16,200 円

会場
U-AXISビル 2 階 BCC（ビジネス･コミュニケーショ
ン･ センター）

（東京都中央区入船 2-2-14）
申込み
方法

関東 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：03-5244-9711

研修
内容

部下一人ひとりが自発的に行動し、高いチームワー
ク力を発揮しながら成果を出せる職場を作るために、
現場リーダーに求められる効果的なコミュニケーション
力を身につける。

カリキュラム①求められるリーダ像
　　　　②リーダーシップとチームワーク
　　　　③コミュニケーションスキルＵＰ！
　　　　④人材育成！こんな時はどうする？

講師：株式会社グローバル・アソシエイツ
　　　専任講師

問合
せ先

関東地方本部事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711
※詳細は関東地方本部ホームページ

（http://kanto.itca.or.jp）をご覧ください。

対象者 職場長・職場リーダー又はリーダーを目指す人

東海

第１３回情報通信機材展「情報通信フェア２０１８」
日程 平成３０年６月５日（火）、６日（水） 定員 １，０００名／日
時間 ５日　10:00 ～ 17:30　６日　10:00 ～ 17:00 入場料 無料

会場 展示会場　　　：ウインクあいち６階展示場
特別・基調講演：　　　〃　　９階９０３号会議室

申込み
方法 総合受付にて随時

研修
内容

情報通信の新たな利用形態としてＩｏＴが現実のもの
となり、ＡＩの発展との相乗効果により、人がする仕
事にも大きな変革が始まろうとしています。
本展示会ではこのような新たな変革の時代に向け、
情報プラットホームの構築維持・運用を担う情報通信
業界において、必要とする多くの商品、情報を展示
いたします。

問合
せ先

東海地方本部　事務局　濱田
ＴＥＬ:０５２－２４１－１９８９
※詳細は東海地方本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp/toukai/）をご覧ください。

対象者 情報通信業界関係者、エンドユーザー様

関西

情報通信月間参加行事　講演会
日程 平成 30 年 5 月23日（水） 定員 200 名
時間 15：50 ～ 16：50 参加料 無料

会場 大阪市北区堂島浜 2-1-25
（中央電気倶楽部　5 階　大ホール）

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、　
下記へ FAX でお申込み下さい。　　　　　　　
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

「5GとIoT の取り組み」講師  KDDI  原田圭悟  様
5G・IoTソリューションの全体像と5G の実証実験や
IoT 導入事例と同事例を通じたお客さまビジネスへの
インパクト等について講演いただきます。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
※詳細は関西地方本部ホームページ（Http://
www.itca.or.jp/kansai2/ ）をご覧ください
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関西

前期・職長・安全衛生責任者教育研修
日程 平成30年5月24日（木）25日（金） 2日間 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 9:15 ～ 17:00 受講料 （会員）16,200 円　　（非会員）24,300 円　税込

会場 大阪市浪速区木津川 2-3-15　　　　　　　　　
（大阪府立芦原高等職業技術専門校）

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、　
下記へ FAX でお申込み下さい。　　　　　　　
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
種別

作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法
に始まって、統括安全衛生管理の進め方まで、労
働衛生法第 60 条で定める建設業の職長教育、安
全衛生責任者教育を行う

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
※詳細は関西地方本部ホームページ

（Http://www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。
対象者 職長、安全衛生責任者に選任予定の方

関西

職場リーダー養成セミナー
日程 平成 30 年 5 月30日（水）31日（木） 2日間 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 9:30 ～ 16:30 受講料 （会員）22,680 円　　（非会員）34,020 円　税込

会場 東大阪市菱江 6-9-10  　　　　　　　　　　　　
（大阪府立東大阪高等職業技術専門校）

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、　
下記へ FAX でお申込み下さい。　　　　　　　
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

講義とグループ討議型で実施。職場リーダーに必
要となる、ものの見方、考え方、行動のとり方につ
いて考えていただき、自己の特性から目指すべきリー
ダーシップに気づいていただく実践的な研修です。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
※詳細は関西地方本部ホームページ

（Http://www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。
対象者 営業系・技術系の現場リーダ又はリーダを目指す人

関西

中堅社員研修
日程 平成 30 年 6 月4日（月）5日（火）　　2日間 定員 10 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 9:30 ～ 16:30 受講料 （会員）27,000 円　　（非会員）40,500 円　税込

会場 大阪市西区江戸堀 1-23-13　　　　　　　　　　
（ITCA 関西地方本部　会議室）

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、　
下記へ FAX でお申込み下さい。　　　　　　　
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

グループワークや演習を取り入れて、受講者に積極
的に参加していただく形で進めます。企業経営や決
算書の読み方、コスト構造、アクションプランや部下
とのコミュニケーションなどについて習得。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
※詳細は関西地方本部ホームページ（Http://
www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。

対象者 新入社員

関西

業務の効率と質の改善研修
日程 平成 30 年 6 月12日（火）13日（水） 2日間 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 9:30 ～ 16:30 受講料 （会員）28,080 円　　（非会員）42,120 円　税込

会場 東大阪市菱江 6-9-10　　　　　　　　　　　　
（大阪府立東大阪高等職業技術専門校）

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、　
下記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

本研修は、日々 の会社業務を効率化し、仕事のミス
を減らすなど業務の質を改善するにはどのようにすれ
ば良いか、その手法を学びます

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
※詳細は関西地方本部ホームページ（Http://
www.itca.or.jp/kansai2/ ）をご覧ください。

対象者 事務所や作業現場等で、日常業務に携わる全ての方

関西

前期 ･ 光融着研修
日程 平成 30 年 6 月28日（木） 29日（金）　2日間 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 9:15 ～ 16:00 受講料 （会員）22,680 円　　（非会員）34,020 円　税込

会場 摂津市三島 1-2-1　
（ポリテクセンター関西）

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、　
下記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

本研修は、最新の光心線融着設備を活用し、光ファ
イバー基礎知識・接続技術、模擬線路製作による
融着接続・損失測定、光施工事例を踏まえ、技術
の習得を図っていただきます。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
※詳細は関西地方本部ホームページ（Http://
www.itca.or.jp/kansai2/ ）をご覧ください。

対象者 光ファイバー基礎知識・接続技術等の習得を目指す方
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地方本部 　イベント報告

関　西

日程 平成 30 年 4 月3日（火）～ 5日（木）　3日間
時間 新入社員研修　9:00 ～ 17:00

会場 大阪市北区堂島浜2-1-25　中央電気倶楽部　215号室

　平成 30 年 4 月3日（火）～ 5日（木）の 3日間、大阪市
北区堂島浜の中央電気倶楽部で「新入社員研修会」を開催
し, 会員企業様 7 社から23 名（男性 22 名、女性 1 名）にご
参加いただきました。

　栩谷本部長は、「情報通信設備工事業は、最新の知識や技
術、経験等が必要とされる専門性の高い業種であり社会生活に
欠かすことのできない産業です。今大きな技術革新が起きており、
未来の社会やビジョンを夢と想像力で策定し、未来の先取りにチャ
レンジする創造的挑戦をしましょう。」と挨拶された。
　次に大前幹事は、特別講話として『新入社員に望むこと』を
テーマに社会人としての意識や行動についてプロジェクターを使
いながら「仕事は一人ではできないのでチームワーク力を備える
必要がある。相手の意見に耳を傾け、自分の意思を判りやすく
伝え協力し合うことが大事。」と話された。

　講師は、昨年もお願いした工学博士で中小企業診断士の島
田尚往氏。社会人としてのビジネスマナーやコンプライアンスの保
持について学ぶことはもとより、情報通信業界の社員として電気
通信に関する基礎から工担者資格の概要まで3日間でグループ
討議を重ねながら講義していただきました。
　3日目の最終講話として、吉本技術業務委員長から「先輩に
大いに甘えて、いろいろ教えを請いなさい。先輩に何度も質問を
してかわいがられて成長してください。」と話をいただきました。
　全ての研修の終了後、吉本技術業務委員長から受講代表
者に修了証が手渡され、その後他の受講者にも修了証が渡され
て閉講となりました。

一般社団法人
情報通信設備協会 関東地方本部
TEL:03-5244-9700

E-mail:info@itca.or.jp

企業通信システム維持管理のガイドライン

「電話設備保守契約のすすめ」パンフレット販売のご案内

パンフレットを100部単位で販売しております。
保守サービスのツールとしてご利用下さい。
申込み方法・価格等は下記へお問合せ願います。

～目次～
①ＢＣＰ(事業継続)に不可欠な通信機器の安定性
②設備の維持・管理のためには保守行為が必要
③保守行為には保守契約が必要です
④保守と保証の違い
⑤電話設備ライフサイクルについて
⑥法律による工事担任者制度
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　〒460-0011　
　　名古屋市中区大須4-10-40　カジウラテックスビル
　　TEL◆（052）241-1989
　　FAX◆（052）261-2177
　　E-mail◆toukai@itca.or.jp
　　HP◆http://www.itca.or.jp/toukai/

お願い
☆近隣に有料駐車場がありますが、公共交通機関の
　ご利用をお願いします。

●交　通　
　（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
　◎JR名古屋駅桜通口から
　　ミッドランドスクエア方面　徒歩5分
　◎ユニモール地下街　5番出口　徒歩2分

情報通信月間参加行事 第１3回情報通信機材展

「ＩoＴの新時代！情報ネットワークの総合展示会」

6月5日（火）10：00～17：30　6日（水）10：00～17：00

愛知県産業労働センター 「ウインクあいち」 ６階展示場

（一社）情報通信設備協会　東海地方本部

入　場　無　料

一般社団法人  
情報通信設備協会  東海地方本部

日時

会場

主催

　情報通信の新たな利用形態としてⅠｏＴが現実のものとなり、AIの発展との相乗効果により、
人がする仕事にも大きな変革が始まろうとしています。
本展示会では、このような新たな変革時代に向け、情報プラットホームの構築維持・運用を担う
情報通信業界において、必要とする多くの商品、情報を展示いたします。
業界関係者の皆様、エンドユーザー様など、多数のご来場をお待ちしております。

6月5日（火）
１０：４５～１１：４５
[先着8０名]

特別講演・受講無料 「情報通信行政の最近の動向」
総務省　東海総合通信局　情報通信部長

田中　 純一氏

「ドローン空撮 ・ 今後の利用方法」
JUIDA一般社団法人日本UAS産業振興協議会認定　
ドローン パイロット養成インストラクター　早川写真館　代表

早川　正文氏

基調講演・受講無料

6月5日（火）
１３：0０～１4：0０
[先着8０名]

●連絡先（事務局）

出展社
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

アライドテレシス㈱
エイチ・シー・ネットワークス㈱
ヤマハ㈱／SCSK㈱
NTT西日本グループ
ＮＴＴレンタル・エンジニアリング㈱
FXC㈱
㈱MSソリューションズ
岡野電線㈱
ＯＫＩグループ
兼松コミュニケーションズ㈱
河村電器産業㈱
㈱共栄商事
コーニングインターナショナル㈱
㈱サンコーテレコム
三和電気工業㈱

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

摂津金属工業㈱
㈱ディアイティ
ディーリンクジャパン㈱
通信興業㈱
東名通信工業㈱
ナカヨ電子サービス㈱
日東工業㈱
日本製線㈱
日本テレガートナー㈱
㈱八光電機製作所
原田産業㈱
㈱バッファロー
パンドウイットコーポレーション日本支社
冨士電線㈱
フルーク・ネットワークス

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

㈱フルノシステムズ
ヘラマンタイトン㈱
マサル工業㈱
未来工業㈱
㈱渡辺製作所
サンテレホン㈱
ダイコー通産㈱
㈱髙文
第一電話設備㈱
㈱ＴＴＫ
総務省東海総合通信局
(一財)日本データ通信協会

出展社セミナー 受　講　無　料 各セミナー定員30名

情報通信システム・ネットワーク・情報通信機材の総合展

※展示場（６F）の総合受付を済ませてから講演をお聞きください。特別講演、基調講演は9階9０３号室です。

N

大名古屋ビルヂング

ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド

ス
ク
エ
ア

キャッスルプラザ
ホテル

ウインクあいち

J
R
名
古
屋

J
R
セ
ン
ト
ラ
ル

タ
ワ
ー
ズ

太
閤
通
口

桜
通
口

至大阪

大名古屋ビルヂング

　名鉄
レジャック

モード学園

ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド

ス
ク
エ
ア

名鉄
近鉄

中村署

キャッスルプラザ
ホテル

ジュンク堂

至東京

ロ
ー
タ
リ
ー

桜通

錦通

広小路通

5

ユニモール地下街 5番出口

［後　援］総務省東海総合通信局、名古屋商工会議所

［協　賛］情報通信月間推進協議会、(一財)日本データ通信協会

［協　力］情報通信設備協会青年部、サンテレホン㈱、ダイコー通産㈱、㈱髙文

アンケート
に

ご回答いた
だいた方の

中から

当日抽選で

「スマート
スピーカー

」

「ド ロ ー
 ン」が当た

る！

　その他多
数景品が当

たります。

※セミナー概要につきましては事務局までお問い合わせください

時間
日程

14:15

～

15:00

15:15

～

16：00

16:15

～

17:00

11:30

～

12:15

10:30

～

11:15

時間
日程

12:30

～

13:15

13:30

～

14：15

14:30

～

15:15

6月5日（火） 6月6日（水）

製造現場のIoT普及を加速させる
ワイヤレスのセンサーソリューション
パンドウイットコーポレーション日本支社

無線LAN、セキュリティカメラ設置に最適!!
フィールドターミネーションプラグのご紹介
パンドウイットコーポレーション日本支社

LANケーブル認証測定器
ワイヤーエキスパートのご紹介

原田産業㈱

通信興業が提案する今後のソリューション
通信興業㈱

Fortinet コントローラ型
無線LAN製品のご紹介

㈱ディアイティ

最新LAN配線及び規格動向
冨士電線㈱

ハイパワーPoEに対応するLAN配線の
施工と測定

フルーク・ネットワークス

えっ!こんなところに無線アクセスポイント!?
壁埋込型無線アクセスポイントのご紹介

FXC㈱

（順不同）
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委員会・理事会等模様

平成29年度第2回業務委員会模様
１．日時　　　平成 30 年 2 月 14 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 3 対地接続）
３．出席者　　今井秀昭業務委員長、髙瀬幸雄副委員長、
　　　　　　　石田延章委員、恒川純次委員、
　　　　　　　吉川正明委員、麓譲委員、
　　　　　　　阿部准定委員、東條英紀委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）アライドテレシスとの更なる協業取組み（検討案）

について
（2）ヤマハからの研修支援策（案）について
（3）NTT 西日本とのアライアンス検討について
（4）LAN 認定状況及び平成 30 年度の取組み
（5）平成 30 年度 ITCA セミナーについて
（6）オフィスリンク取組み状況
（7）光コラボ事業の取組み状況
（8）アライドテシス協業取組み状況
（9）関東地方本部取組み状況
（10）その他

平成29年度第2回広報委員会模様
１．日時　　　平成 30 年 2 月 16 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 1 対地接続）
３．出席者　　栩谷晴雄広報委員長、松山仁副委員長、
　　　　　　　山田恭郎委員、岸村智志委員、
　　　　　　　渡邊秀治委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）平成 30 年度広報活動の取組みについて
（2）会員名簿の作成について
（3）平成 30 年度 ITCA セミナーについて
（4）「ITCA」発行状況
（5）本部ホームページ更新状況
（6）その他

平成29年度第4回教育委員会模様
１．日時　　　平成 30 年 2 月 23 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 00 分
２．場所　　　本部会議室
３．出席者　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　長谷川浩正副委員長、
　　　　　　　塚本豊委員、河内康志委員、
　　　　　　　西部伸治委員、高木健委員、
　　　　　　　森山孝委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）平成 29 年度研修実施状況について
（2）平成 30 年度研修計画、収支計画
（3）アライドテレシスとの更なる協業取組みについて

（案）
（4）ヤマハからの研修支援策（案）について
（5）平成 30 年度 ITCA セミナーについて
（6）その他

平成29年度第2回総務財務委員会模様
１．日時　　　平成 30 年 2 月 28 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 1 対地接続）
３．出席者　　井上新一総務財務委員長、
　　　　　　　阿部准定副委員長、
　　　　　　　今井秀昭委員、高橋正和委員、
　　　　　　　栩谷晴雄委員、関東範一委員、
　　　　　　　山内明専務理事

業務委員会メンバー

広報委員会メンバー

教育委員会メンバー
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４．議題
（1）会員の入退会状況及び会員拡大について
（2）平成 30 年度理事定数及び監事候補について
（3）平成 30 年度本部会費について
（4）平成 29 年度決算見込み
（5）平成 30 年度事業計画（案）
（6）平成 30 年度収支予算（案）
（7）Web 会議利用状況について
（8）その他

平成29年度第5回委員長会議模様
１．日時　　　平成 30 年 3 月 7 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　本部会議室
３．出席者　　大木一夫会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　井上新一副理事長・総務財務委員長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長・広報委員長、
　　　　　　　今井秀昭業務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）理事長あいさつ
（2）平成 29 年度第 3 回理事会議題審議
　（H29 見込み、H30 予算等）

（3）その他

平成29年度第3回理事会模様
１．日時　　　平成 30 年 3 月 14 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 20 分
２．場所　　　U-AXIS ビル 2F
　　　　　　　（Web 会議接続：9 地方事務局、1 各自席）
３．出席者　　大木一夫会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長、井上新一副理事長、
　　　　　　　山内明専務理事
　　　　　　　今井秀昭、長谷川浩正、松山　仁、
　　　　　　　髙瀬幸雄、藤田義明、嶋田泰嗣、
　　　　　　　江角　優、山本　健、阿部准定、
　　　　　　　竹内　聰、渡辺敏郎　の各理事
　　　　　　　宮川欣丈、平塚富美男　の各監事
４．大木会長挨拶要旨

会長の大木でございます。理事また監事の皆さんに
はお忙しい中、お集まり頂きありがとうございます。今、
司会からもありましたが本当に久々の顔を会わせた理事
会となりましたが、それだけ今日、大事な議案が幾つも
あるという事だと思いますので、積極的な意見交換を宜

しくお願いしたいと思います。
話は変わりますが、今、日々 IoT とか AI とか、或い

はもっと大きく言うと第 4 次産業革命という言葉も色々
出ているところでありますが、今のビジネス最前線の現
場ではなかなかまだそれを実感するまでの動きではない
かと思います。しかしながら、お客さんの関心とかニーズ、
或いは大きなトレンドを考えれば、こういった変化に対
してどう対応していくのかという事が現在抱える大きな
テーマだと思います。そういった事を考えると恐らく当
協会の会員各社のこれからの方向性とすれば、私はざっ
くり言って二通りあるのかなと思います。

一つはこれまでネットワーク中心にやってきましたが、
ネットワークの上で展開されるサービスとかアプリケー
ションとかへ事業領域を拡大していく道、或いは既にそ
ういった分野までビジネス展開されている皆さんにとっ
てはさらに充実・拡大をしていくというのが一つ目の道
かなと思います。ただそのためには、サーバーやクラウド、
アプリケーションソフトとか、従来よりもっと上位レイ
ヤの技術者というものをしっかりと育て確保していかな
ければならないと思いますし、お客さんに対しては経営
を改革・改善するための提案型の営業というのを出来る
営業人材を作り上げていかなければいけないと思います。
また、もう一方で、お客さんに対して自前で全てを出来
るところまでいきませんので、自分達の弱いところにつ
いてはアライアンスとかビジネスパートナーというよう
な関係を作り上げていく中で進めていくのだと思います。

もう一つの道は、ちょっと事業領域は狭まりますが
今まで得意としてきたネットワークとそれに繋がる端末
等の分野で他に負けない強い技術力とかコストの面にお
いて負けない会社になっていくという事かなと思います。
ただ電話網はご案内のように 2025 年にはもう全てなくな
りまして、全て IP 網に変わる訳でありますから、必要と
される技術はルーターの技術や IP 全般の技術更にはクラ
ウドとの接続とかセキュリティというような新しい分野
の技術、更には IoT を見通すとネットワークと端末との
インターフェースというのは大半が無線になって、ワイ
ヤレスになっていくのではないかと思うわけで、ワイヤ
レスの技術力も必須になってくるだろうと考えます。ま
た、お客さんには当然上位レイヤのサービスを提供する
システムベンダーの皆さんもいますし、インテグレイター
の方もいるわけですからそういった皆さんとのアライア
ンス、協業というものも非常に重要になってくると想定
する訳です。

このどっちの道を行くにしてもやはりポイントになる
のはしっかりとした技術力を持った技術者を育て、確保
できること、それから従来のお付き合いだけでなく、よ
り幅広いビジネスパートナーなりアライアンスパート
ナーを広げていく、という事が重要なポイントになって
くるのではないかと思うところです。

これらの事を考えますと、この協会の事業活動を見通
した中で、これまでも進めてきていますが技術者の育成、
そのための研修事業の充実、それからここ数年進めてま
す賛助会員の皆さん等を始めとした多くの皆さんとの協
業、パートナーシップ、アライアンスというものをより
充実し更に拡大していく。更には最新の業界、或いはユー
ザー、技術情報をスピーディーに皆さんにお届けすると
いう活動が中核になってくる、そういった観点から 2018

総務財務委員会メンバー
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年度の主要なる取組みについてもご検討いただきたいと
思いますので、皆さんから活発なご意見をいただければ
ありがたいと思います。

ちょっと長くなりますけれども、これをやるにしても
やはり財務基盤がしっかりとしてないと事業は行えない
わけでありますし、当然こういったものを一緒にやろう
という仲間を増やしていく会員増強は両輪の柱として必
須のものだと思います。財務基盤につきましては、皆さ
んにも大変ご努力いただいて改善が着実に進んでいると
思いますし、過去の負の遺産も恐らくこの 2017 年度でひ
とつの見切りをつけたうえで、2018 年度は本部会費等に
ついて新しい方針のもとで実施しようという改善も進め
ているところであります。　

ただ個別に地方本部の状況等をみていきますと実質的
に既に累積赤字にほぼなってしまった地方本部もありま
すし、ここ 2、3 年を見通しますと遠からず累積赤字に落
ち込んでしまいかねないという大変厳しい状況の地方本
部も散見されます。是非、本部長の皆さんも、足元をしっ
かり見ていただいて、少しでも早く必要な改革、改善に
着手をいただければ、大変ありがたいと思います。

また国から義務化された事業は平成 31 年度末で一つの
区切りがつくということも見据えて、来年度の事業計画
には平成 32 年度以降のこの協会の運営の在り方について
議論を始めようではありませんかというご提案もなされ
ていますので、それらについても理事の皆さんのご協力
のもとで、精力的に進めていただければと思う次第です。
ちょっと長くなり、また最後はお願いばかりになりまし
たが、宜しくお願い申し上げます。
5．大輪理事長挨拶要旨

大輪でございます。いつもお世話になっております。
今日は東京は 22 度ということで今、スマホを見ますと、
今日は関東ではベル OB 会というゴルフの歴史のある会
がありまして、その電話が何回も入ります。今日は大月
カントリーでやっていますけれども、先程、電話がきて

「今日は大輪さん何で来ないのですか」というから「理事
会で」。皆さん、楽しく半袖でやっていると、大月で寒い
かと思ったんですけれども大変いい日を選んだなと思っ
てます。今、会長のご挨拶もありましたけれども、先日、
IoT の最前線の活用を今井業務委員長だとか松山理事と
一緒に見に行ってきました。今、ざっくりいきますと
IoT の商談件数が急増で、その会社だけでも 6,000 件も依
頼が出ていると、これは簡単に言いますと無人化、スー
パーだとか靴だとかユニクロのショップなんかでもいわ
ゆる無人化、全てバーコードリーダーで読んで翌日、全
部午前中に配送してしまう、それで在庫は残さない、靴
のサイズも一種類、まあサイズがスリー E とかあります
けれども全部翌日発送という事で、後はカード決済なり
QR コード決済なりバーチャルでできる。今まで会計のレ
ジが 29 人いたんですが、ほとんど 1 人でいい。ガードマ
ンでいいと。もうロッテだとかユニクロそういったとこ
ろではもう対アマゾンに、19 兆のアマゾンに挑戦してそ
れを早くやらないという恰好になっています。

それともう一つ、AI の進化でありますが、先日もあ
る AI の技術を使った議事録、編集を見てきました。ここ
で色々な議事録がありまして、色々雑音だとか、色々ス
マホだとか使っていますと入りますけれど、ほとんど議
事録が AI の技術を使いますと 100％訂正というものがあ

りません。素晴らしいですよ、これは。音声認識、コー
ルセンターで今流行っています。電話が良く聞こえない、
電波が悪い所がありますけれども AI を使いますと記事や
文字がテキストで全部出てきます。凄い AI が伸びてきた
なと感じます。スポーツの戦略も AI だとかあらゆる経営
も AI という事で今非常にクラウドを使う安価で提供でき
るという事でなってきました。

そんなことで日頃から委員会、地方本部の活動などに
ご尽力いただきまして本当にありがとうございます。ま
た、会長にはいつも有意義なご挨拶をいただき大変参考
になります。6 月の総会後に久しぶりに集合の理事会と
なります。

本日の議題にもありますが、29 年度の決算見込みはお
もに平成 23 年度より 7 年間継続しました九州の横領事件
の未収入金につきまして貸倒引当金を計上することにな
りました。よって今期の着地見込みは▲ 316 万位と当初
よりも改善はしましたが赤字となる見込みです。詳細は
後ほどまた説明があります。各地方本部の取り組みもあ
り 28 年度からは継続的に財務基盤の改善が進んでいると
思います。また、30 年度は、多分黒字になる見込みであ
ります。これは Web 会議の導入の説明がありますが 620
万位改善がみられる。それから各地方本部の皆様の経費
削減の効果によるものであり感謝申し上げます。また、
会長のご挨拶にありますが、会員の拡大につきましては、
各組織で入会申込みがあるもののそれをはるかに上回る
退会が依然として続いております。昨年末から 8 社減と
なっておりまして、623 社と 29 年度の目標としましたボー
ダーライン 700 会員には残念ながらまだまだ届いてない
状況にあります。協会が全国組織としてあり続ける為に
は財務の安定が必要不可欠であります。30 年度は是非と
も会員の増強をはかり協会の健全に向けて一層の取り組
みをお願いしまして本部役員をはじめ地方本部の役員の
皆様には切に切に仲間を増やす事にご協力をお願い申し
上げます。
6．議事内容
（審議模様）

　平成 29 年度第 3 回理事会議題について次のとおり審議
した。
（1）アライドテレシス㈱との更なる協業取組みについ

て（案）
　　今井業務委員長は、資料 -1「アライドテレシス㈱

との更なる協業取組み（案）」について、その概要を
説明し、山内専務理事より、内容について具体的な
説明を行い、異議なく議決した。

（2）LAN 認定状況と平成 30 年度の取組みについて
　　今井業務委員長は、資料 -2「LAN 認定状況と平成

30 年度の取組み」について、その概要を説明し、山
内専務理事より、内容について具体的な説明を行い、
異議なく議決した。

（3）平成 30 年度　ITCA セミナーについて
　　今井業務委員長は、資料 -3「平成 30 年度　ITCA

セミナー」について、その概要を説明し、山内専務
理事より、内容について具体的な説明を行い、異議
なく議決した。

（4）平成 29 年度研修実施状況及び平成 30 年度研修計画
　　藤田教育委員長は、資料 -4「平成 29 年度研修実施

状況及び平成 30 年度研修計画」について、その概要
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を説明し、山内専務理事より、内容について具体的
な説明を行い、異議なく議決した。

（5）ヤマハからの研修支援策（案）について
　　藤田教育委員長は、資料 -5「ヤマハからの研修支

援策（案）」について、その概要を説明し、山内専務
理事より、内容について具体的な説明を行い、異議
なく議決した。

（6）平成 30 年度広報活動の取組みについて
　　栩谷広報委員長は、資料 -6「平成 30 年度広報活動

の取組み」について、その概要を説明し、山内専務
理事より、内容について具体的な説明を行い、異議
なく議決した。

（7）会員名簿の作成について
　　栩谷広報委員長は、資料 -7「会員名簿の作成」に

ついて、その概要を説明し、山内専務理事より、内
容について具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（8）会員の入退会状況及び会員拡大について
　　井上総務財務委員長は、資料 -8「会員の入退会状

況及び会員拡大」について、その概要を説明し、山
内専務理事より、内容について具体的な説明を行い、
異議なく議決した。

（9）平成 30 年度理事定数及び幹事候補について
　　井上総務財務委員長は、資料 -9「平成 30 年度理

事定数及び幹事候補」について、その概要を説明し、
山内専務理事より、内容について具体的な説明を行
い、異議なく議決した。

（10）平成 30 年度本部会費について
　　井上総務財務委員長は、資料 -10「平成 30 年度本

部会費」について、その概要を説明し、山内専務理
事より、内容について具体的な説明を行い、異議な
く議決した。

（11）平成 30 年度事業計画案及び予算案
　　井上総務財務委員長は、資料―11（1）「平成 29 年

度決算見込み」、（2）「平成 30 年度事業計画（案）」、（3）
「平成 30 年度収支予算（案）」についてその概要を説
明し、山内専務理事より、29 年度見込みでは、総収
益 154,231,619 円、総費用 157,397,623 円、当期一般正
味財産増減額は▲ 3,166,004 円で、正味財産期末残高
は 102,875,201 円と赤字なっている。

　　平成 29 年度予算の当期一般正味財産増減額▲
5,070,167 円に対しては＋ 1,904,163 円の黒字となって
いるが、これは、前回第 2 回理事会（H29.11.15）で
了承された「九州地方本部の未収金及び未払金につ
いて」を踏まえ 2 月 20 日に当該九州地方本部、平野
監事、本部事務局で打合せを行い、各科目の決算対
応方針を確認・決定し、各影響額（未収金：6,227,463
円の貸倒引当金計上、未払金 1,150,237 円の戻入益計
上 , 合計▲ 5,077,226 円）を年度末決算に織り込んだ
ことによるものであり、この影響を除けば、経常収
益 153,081,382 円、経常費用 150,458,743 円、当期経常
増減額は 2,622,639 円となり当初予算より＋ 6,964,386
円増となり、各地方本部の効率的な事業運営、経費
の効率的使用の結果、平成 28 年に続き連続の黒字
決算となっている旨の補足説明を行い、また、平成
30 年度事業計画（案）では、研修関係の事業計画の
追加記載について補足説明を行い、その後、平成 30
年度予算では、経常収益 162,206,231 円、経常費用

160,285,517 円、当期一般正味財産増減額は＋ 1,207,794
円で、正味財産期末残高は 104,082,995 円となる見込
みであり、29 年度見込みと比較すると、総収益＋
7,974,612 円、総費用＋ 3,600,814 円、一般正味財産増
減額＋ 4,373,798 円と東海の展示会収支差の増、受取
寄付金の増等があり、29 年度見込みから一転黒字と
なる見込みであること、公益目的事業実施会計では、
平成 31 年度末の計画終了に向けては、29 年度実績
ベースで完全消化する見込と概ね予定通りである旨
を説明し、議決した。

　（報告事項）
（12）オフィスリンク・光コラボ事業・アライドテレシ

ス協業取組み状況
　　花園事務局長は、資料 -12「オフィスリンク・光コ

ラボ事業・アライドテレシス協業取組み状況」に基
づき説明し、オフィスリンクに関する詳細について
は別途情報提供することで承認された。

（13）関東地方本部取組み状況
　　花園事務局長は、資料 -13「関東地方本部取組み状

況」に基づき説明し、承認された。
（14））ITCA 発行状況
　　山内専務理事は、資料 -14「ITCA 発行状況」に基

づき、29 年度発行状況について説明し、承認された。
（15）本部ホームページ更新状況
　　山内専務理事は、資料 -15「本部ホームページ更

新状況」に基づき、前回の理事会報告以降の、平成
29 年 11 月 15 日～ 2 月 1 日迄の更新内容等を説明し、
承認された。

（16）Web 会議の利用状況
　　山内専務理事は、資料 -16「Web 会議の利用状況」

に基づき、今年度実施した Web 会議の想定費用対効
果について説明し、承認された。

（17-1）平成 29 年度政治連盟決算書
　　山内専務理事は、資料 -17-1「平成 29 年度政治連盟

決算書」を説明し、承認された。
（17-2）部外団体加入・役員等就任状況
　　山内専務理事は、資料 -17-2「部外団体加入・役員

等就任状況」に基づき、電気通信協会の会費が平成
30 年度より 3 万円から 9 万円に変更となった旨を説
明し、承認された。

（17-3）議事録ローテーションと総会担務
　　山内専務理事は、資料 -17-3「議事録ローテーショ

ンと総会担務」を説明し、承認された。
（17-4）会議日程
　　山内専務理事は、資料 -17-4「平成 29 年度理事会等

予定」を説明し、承認された。

総務財務委員会メンバー
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地方本部 会員数 LAN認定 光コラボ オフィスリンク アライドテレシス

関 東 235   （-） 44 （-） 13 （1） 51 （-） 6 （6）

信 越 11 （-） 4 （-） 1  （1） 3 （-） －
東 海 67 （-） 9 （1） 3 （-） 1 （-） 1 （1）

北 陸 18 （-） 5 （-） 1 （1） 0 （-） 1 （1）

関 西 66 （1） 15 （-） － 9 （-） 2 （2）

中 国 58 （-） 9 （-） －（-1） 4 （-） 2 （2）

四 国 52 （-） 3 （-） 1 （1） 1 （-） 1 （1）

九 州 29 （-） 4 （-） 2 （1） 2 （-） 1 （1）

東 北 32 （1） 3 （-） － 1 （-） 2 （2）

北 海 道 27 （-） 7 （-） 1 （-） 3 （-） 1 （1）

（小 計） 595    （2） 103   （1） 22 （4） 75   （-） 17 （17）

本 部 15 （-） － － － －
（合 計） 610   （2） 103   （1） 22 （4） 75   （-） 17 （17）

情報通信設備協会の「事業施策状況一覧 2018年4月30日現在」をお知らせいたします。

区 分 記 事

会員数 各地方本部は特別会員を含む
本部は賛助会員数

LAN認定 LANの設計・施工に関する技術・知識と実践力を認定す
る認定会員（本部HP「LAN認定会員企業一覧」掲載）

光コラボ（参入会員） ㈱ティーガイアと再卸契約締結会員（協会取次会員）

オフィスリンク
（販売パートナー会員）

㈱NTTドコモのオフィスリンク販売パートナー認定会員
（オフィスリンク認定企業はH29年12月末より廃止）

アライドテレシス
（施工パートナー会員） アライドテレシス㈱の工事施工パートナー認定会員

北海道

（地方本部：都道府県）

東北
青森

秋田 岩手

山形 宮城

福島

関東
群馬 栃木

埼玉 茨城

東京 千葉

山梨 神奈川

信越
新潟
長野

東海
岐阜 愛知
三重 静岡

北陸
石川
富山
福井

関西
兵庫 京都

大阪 滋賀

和歌山 奈良

中国
島根 鳥取

広島 岡山

山口

四国
愛媛 香川
高知 徳島

九州
佐賀 福岡

長崎 大分

熊本 宮崎

沖縄 鹿児島

（ ）内はＨ29年度末からの増減数

ITCA事業施策状況一覧
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新会員（平成30年3月1日~平成30年4月30日）

■通常会員

◎　会社名　　株式会社興喜通信
　　　　　　　（平成30年4月2日入会）
　　所在地　　兵庫県神戸市　
　　代表者　　大川　公喜　　
　　TEL　　　078-784-9111
　　事業内容　 電設設備、LAN、放送、TV共聴、

ITV、インターホン、ナースコール

　　

◎　会社名　　山形通信設備株式会社　
　　　　　　　（平成30年4月23日入会）
　　所在地　　山形県山形市　
　　代表者　　今野　克二　　
　　TEL　　　023-641-1933
　　事業内容　 電子交換機システムならびにネッ

トワークシステムの販売・設計・
施工・保守業務　
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最新機器を直接体験できる	  
本社ショールーム	  

セキュリティ等	  
各種セミナーを	  
無料料開講！	  
（お取引中の販売店様限定）	  

【横浜営業所】	  
【北北関東営業所】	  
【札幌営業所】	  

045-‐‑‒333-‐‑‒7211	  
048-‐‑‒645-‐‑‒1431	  
011-‐‑‒611-‐‑‒1711	  03-‐‑‒3271-‐‑‒5151	   03-‐‑‒3281-‐‑‒7000	  

【本社】〒104-‐‑‒0031	  東京都中央区京橋	  2-‐‑‒2-‐‑‒1	  
京橋エドグラン	  27階	  

取扱製品・ソリューションに関する最新情報は…	  http://www.idknet.co.jp	  

映像・⾳音声コミュニケーション機器、ネットワーク機器・	  
ネットワーク部材、セキュリティに関するご相談はぜひ⽯石渡電気へ！	  

新広告データ	  

WEBサイトでは	  
各種キャンペーン	  
新製品情報など	  
毎⽇日更更新中！	  
（http://www.idknet.co.jp）	  

最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  

IT構築・運用サービスのパートナーをお探しの皆様へ

株式会社レイコム TEL：03-3288-0130 FAX：03-3288-0170 (担当：松尾・児玉)
〒101-0061東京都千代田区神田三崎町2-22-8 梨本ビル3階 http://www.laycom.co.jp  E-Mail：information@laycom.co.jp

①サーバ・クライアント構築
Windows・Linuxサーバー

設計・構築から、クライアント
展開(Windows7・8等)も含
めてご提供いたします。

②ネットワーク構築
ネットワーク機器の設置・設定
から、LAN工事に至るまで、

物理層全般に渡る設計・施工
をご提供いたします。

インフラ設計・構築・保守まで一括サポートいたします

＆
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〒104-0042　東京都中央区入船2-9-5　HKビル5階
電話：03-5543-2250 ＦＡＸ：03-5244-9711
E-mail：info@itca.or.jp ＵＲＬ：http://www.itca.or.jp

■FRONT VOICE
　平成30年度の事業運営に向けて
　～会員企業の更なる発展と事業基盤の確立を目指して～　
　一般社団法人情報通信設備協会　理事長　大輪 堅一
■地方本部だより
　日本最古の湯『道後温泉』！　
　一般社団法人情報通信設備協会　四国地方本部　上原 昇
■特集
　これだけは知っておきたい！消費者契約のABC
■業界特集
　4K対応で負荷増大するネットワークカメラ
　鍵を握るＮＷの効率活用
■新製品・新サービス
　ヤマハがインテリジェントL2 PoEスイッチを発売
■INFORMATION
　ヤマハ株式会社からの ITCA支援について
■INFORMATION
　ITCAとアライドテレシス協業スキームの状況について
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関東地方本部 〒104-0042
 

東京都中央区入船2-9-5 HKビル5階  TEL 03-5244-9700 kanto@itca.or.jp

信越地方本部 〒950-0031
 

新潟市東区船江町1-55-11 双峰通信工業㈱内 TEL 025-279-5655 sinetsu@itca.or.jp

 

全国地方本部

東海地方本部 〒460-0011
 

名古屋市中区大須4-10-40 カジウラテックスビル2階 TEL 052-241-1989 toukai@itca.or.jp

北陸地方本部 〒920-8515
 

金沢市問屋町1-65 ㈱ほくつうビル内  TEL 076-238-8384 hokuriku@itca.or.jp

関西地方本部 〒550-0002
 

大阪市西区江戸堀1-23-13 肥後橋ビル3号館405号室 TEL 06-4256-7155 kansai@itca.or.jp

中国地方本部 〒734-0007
 

広島市南区皆実町1-10-2 ㈱ソルコム皆実町ビル1F TEL 082-569-9972 cyugoku@itca.or.jp

四国地方本部 〒791-8013
 

松山市山越3-15-15 NTT山越北ビル  TEL 089-911-1600 sikoku@itca.or.jp

九州地方本部 〒811-1302
 

福岡市南区井尻4-28-18 ㈱キューオキ 内 TEL 092-592-8881 kyushu@itca.or.jp

東北地方本部 〒980-0821
 

仙台市青葉区春日町6-1 白鳥ビル203号室 TEL 022-221-4772 tohoku@itca.or.jp

北海道地方本部 〒064-0920
 

札幌市中央区南20条西10-3-5 ㈱つうけん南ビル内 TEL 011-733-5005 hokkaido@itca.or.jp

本号がお手元に到着する頃には
ゴールデンウイークが終わっています
が、今後、海外旅行・研修・出張に行か
れる方へお勧めのWebサイトをご紹介
します。
　「外務省　海外安全ホームページ」
では「ゴルゴ13の中堅・中小企業向け
海外安全対策マニュアル」を掲載して
います。内容は、ゴルゴ13のデューク東
郷が海外を舞台に「海外安全対策」を
指南してくれる漫画と解説です。各国
に合わせた13話のストーリーで学べま
すので、海外へ渡航される方、またゴ
ルゴ13のファンの方にお勧めします。ま
ずはWebサイトをご覧になり、外務省
のサービス「たびレジ」へ登録して最
新の海外安全情報・緊急事態発生時
の連絡メールが届くようにしておきま
しょう。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　栩谷　晴雄

編集委員
　松山　仁
　山田　恭郎
　岸村　智志
　渡邊　秀治
　山内　明
　花園　和幸
　飯塚　栄
　坂口　麗子

通信委員
　青海　宏
　濱田　雅春
　指江　雅夫
　貫　　耕三
　渡辺　博明
　上原　昇
　阿部　准定
　佐々木勝夫
　笹原　弘志
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