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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

株式会社 NTTドコモ
法人ビジネス本部　第三法人営業部長　岡  誠一

5G時代に向けた中堅中小企業の ICT化の取り組み

早春の候、会員の皆様におかれましては、益々ご
清祥のこととお慶び申し上げます。平素は多大なる
お力添えを賜りまして誠に有難うございます。

　今年はいよいよ改元を迎え、新しい時代の幕が開
ける年になります。その日本において、今年はラグ
ビーワールドカップ、来年は東京オリンピック・パ
ラリンピックという大きなイベントの開催を迎え、
外国人観光客の増加などが期待されています。こ
のような中、情報通信の分野では次世代モバイル
通信である 5G（第五世代移動通信システム）や AI、
IoT を活用したデジタルトランスフォーメーション
を契機として、キャッシュレスや次世代モビリティ
といったサービスの進化が始まっています。とりわ
け 5G は、「都市部のみならず地方を含めた我が国
の成長エンジン」として期待が高まる中、当社にお
いてもいよいよ今年 9 月のラグビーワールドカップ
より 5G プレサービスを開始します。「高速・大容
量」という 5G の特長を活かしたスポーツ観戦やｅ
スポーツイベントなど新たな体感を一足早くお客さ
まへ提供いたします。また、このような取組みを積
極的に社会に発信し、来年の 5G 商用サービス開始
に向けた機運を高めていきたいと考えています。

このような社会環境の変化に向き合っていく上で、
当社の取り組みの基本としているものが、パート
ナー企業様とドコモのそれぞれのアセットの組み合
わせによる価値の創造、「＋ｄ・協創」という考え
方です。当社の法人ビジネスにおいても、この「＋ｄ・
協創」活動を推進し、新たな価値の創造、社会的課
題の解決に貢献していきたいと考えています。特に
当社の法人ビジネスにおいて注力していく領域とし
て、「地方創生」と「中堅中小企業の ICT 化」が挙
げられます。

　「地方創生」においては、昨年度より各都道府県自
治体様や地元企業様と連携し、地方創生セミナーを
順次開催しています。この地方創生セミナーを通じ、
会員企業の皆様やドコモショップを運営する代理店
様と連携しながら、教育、医療、防災といった様々
な分野の「地方創生」に貢献したいと考えています。

また、重要な社会的課題の一つとして少子高齢化・
労働生産人口の減少が懸念され、より一層の働き方
改革が必要とされています。この働き方改革を実現
するため「中堅中小企業の ICT 化」についても積極
的に取り組んでいます。大企業を中心にテレワーク
などによるワークスタイルの変革が進んできており
ますが、この 4 月に施行される「働き方改革法」に
見られるように、今後大企業だけでなく中堅中小企
業においても、働き方改革は対策すべき喫緊のテー
マとして認識されるようになりました。

この働き方改革、中堅中小企業の ICT 化の実現に
向け、当社からは FMC サービス「オフィスリンク」
などのサービスを提供しております。「オフィスリ
ンク」においては様々な業種・業態のお客様向けに、
会員企業様より数多くの引き合いをいただいており
ますことにあらためて感謝を申し上げます。PHS の
サービス終了が控えている中、より一層のご提案を
お願いしたく、会員企業の皆様のビジネスとお客様
の働き方改革のお役に立てるよう、引き続きお手伝
いをさせていただけたらと存じます。

今後も「＋ｄ・協創」の考えの元に取り組んでい
くためには、会員企業皆様の当社事業に対するご理
解、ご支援が必要不可欠と考えております。より一
層のご理解、ご支援を賜りますよう、何卒よろしく
お願いいたします。最後に、皆様の事業の益々のご
繁栄とご健勝をご祈念申し上げます。
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地方本部だより

■海外事業視察研修目的
ミャンマーは、以前は社会主義国でしたが、現在

は半世紀あまりの独裁体制を経て民主的統治を取り
戻し、今はアウン・サン・スー・チー氏の国民民主
連盟（NLD）が国を率いています。

社会主義の憲法を破棄して資本主義の道を一歩一
歩堅実に歩んでおります。

今後の安定的な経済成長が期待でき、政情も安定
しつつ、勤勉で親日的な国民性等を総合的に勘案し
て、日本企業も多く進出を予定しており、今後大き
な成長が期待されるミャンマーです。
　
■勤勉な国民性

ミャンマーの国民性は、日本人とそっくりです。
恥ずかしがりやで、余り自己主張をしない人が多い
ように感じられます。また、日本人と同じような笑
い方もします。全体的に日本人のように働き者が多
いように見受けられましたが、中国人やインド人と
比べると、商人としてのどん欲さにはやや欠ける面
があるように思われます。その反面、素直で、実直
な人が多いとも言えます。ミャンマーの人を見てい
ると疲れませんし、日本国内にいるよりもむしろゆっ
たりとした気分になることができます。

■ミャンマー概要
・国名 : ミャンマー連邦共和国（旧ビルマ連邦）
・政体 : 大統領制・共和制
・面積 :68 万㎢（日本の約 1.8 倍）
・人口 :5,141 万人（2014 年）（ビルマ族 約 70%・

その他少数民族 135 民族）
・宗教 : 仏教（小乗仏教 90% 位・キリスト教・回

教など）
・言語 : ミャンマー語（公用語）　　　　　
・治安 : 治安はとても良い、ミャンマーの仏教の

信仰心と警察力による。

■ミャンマーの特徴
①東南アジアに位置する共和制国家。1989 年まで

の名称はビルマ。インドシナ半島西部に位置し、北
東に中華人民共和国、東にラオス、南東にタイ、西
にバングラデシュ、北西にインドと国境を接する。
首都はネピドー（旧首都はヤンゴン）。

■観光地
ミャンマーには意外にも観光地がたくさんあり

ます。中でも行ったなら絶対におさえておきたいの
がヤンゴン、バガン、インレー湖、マンダレーです。
仏教国であるミャンマーの美しい仏教遺跡と数々の
豊かな自然を体感することができます。

■ミャンマーの電気通信事情
　2011年のミャンマー民政移管以前には、携帯電
話の普及率はほぼ0%でした。
　また、2012 年末の時点では、地理的に近いカ
ンボジアの携帯電話普及率は70%、ラオスが87%、
タイでは既に100%を超えていました。
　ミャンマー政府は2013年に、ミャンマー国営郵
便・電気通信事業体（MPT）以外の新規携帯事業を
選定する入札を開始し、それに対してKDDI 住商連
合、FT丸紅連合等、計11グループが応札しました。
　現在でのミャンマーの携帯電話普及率は100%を
超えています。

■ＭＴミャンマー株式会社　訪問
・会社概要

会社設立　2013 年 4 月　 ミライト情報システム
（MIS-M） 事業開始

　　　　　2014 年 9 月　 MIS-M にて電気通信事
業開始

　　　　　2015 年 1 月   KSGM/MPT より、OSP
工事 Phase1 受注

中国地方本部の有志による「海外事業視察研修」のため、平成30年11月21日（水）～11月24日（土）までの3
泊4日の日程（有志７名）でミャンマー・ヤンゴンを訪問しました。その模様をご紹介させていただきます。

「ミライト・テクノロジーズ（MT）ミャンマー」における
視察研修を終えて

一般社団法人 情報通信設備協会 中国地方本部
事務局長　渡辺　博明
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　　　　　2016 年 2 月　 ミライトテクノロジーズ・ミャ
ンマー（MTM）設立

　　　　　2016 年 4 月  MTミャンマー事業開始
社　長　松本裕幸　氏
取締役　竹島裕明　氏
オフィス：ヤンゴン（社員数 25 名）　
　　　　　マンダレー（社員数 35 名） 　

・事業概要
　通信会社の光化ケーブル（OPS）工事請負、通
信設備更改
　OPS工事では、一社ないし複数社のサブコン（協
力会社）を使って、共同で調査・設計・許認可取
得 ･工事・完成図書・安全管理等を実施している。

・プレゼンテーションのまとめ
　ミャンマーでの工事についての難しさ。
・有スキル者、および有スキル者を持つサブ
コン（協力会社）が少ない。

・安全に関する意識が低い、感電事故等も多い。
・自然災害の発生するリスクが高い。

ミャンマーの良いところ
・勤勉で誠実な感じがする。
・勤務後に学校に通う等、向学心旺盛な社員
が多い。

・ヤンゴン市内でも、犯罪の恐れや身の危険
をあまり感じない。

 

■ＭＴミャンマー社による研修活動模様

■終わりに
近年、大きく成長している国ですが、まだまだイ

ンフラの構築が出来ていません。特に公共交通機関
が整備されていなく、今後インフラへの設備投資を
行うことによって、多くの観光客が訪れ、大きく変
貌することが期待できる国です。

最後に、また訪れてみたい魅力のある国でした。

■今回の視察研修にあたり、お世話になりました皆
様に厚く御礼申し上げます。
○ MT ミャンマー㈱　　

　　社　　　長　　　　松本裕幸　様
　　取　締　役　　　　竹島裕明　様
　　チーフエンジニア　金子　進　様　　　

○㈱日本旅行
　　営 業 課 長　  　　  木原秦順　様

■ミャンマー観光

ＭＴミャンマー社でのプレゼンテーション模様

【プレゼン後の食事会】

【ヤンゴン市内寺院】
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業界ニュース　12月 

IDC Japan ㈱は、国内タブレット市場の 2018 年第 3 四半期（7 ～ 9 月）の出荷台数を発表した。これによると、
2018 年第 3 四半期のタブレット端末の出荷台数は、前年同期比 15.6％減の 179 万台となった。これをセグメント別に
見ると、家庭市場向けタブレットは前年同期比 24.3％減の 131 万台、ビジネス市場向けタブレットは 2.1％増の 48 万
台となった。OS別に出荷を見ると、Androidタブレットは前年同期比37.1％減と大きくマイナス成長となった。しかし、
iPad は家庭／ビジネス市場の買い替え需要によって前年同期比 4.0％増、Windows はビジネス市場向け出荷が大きく
底支えすることで同 11.0％増となった。上位カンパニーは、アップル、ファーウェイ、レノボ、NEC、富士通グルー
プ、マイクロソフト、京セラとなった。

（URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ44554118）

ＩＤＣＪａｐａｎが２０１８年第３四半期　国内タブレット端末市場実績値を発表

　㈱アドバンスト・メディアは、音声認識文字起こしクラウドサービス「ProVoXT（プロボクスト）」の iOS アプリを
2018 年 12 月 19 日にリリースした。「ProVoXT」は、音声認識により議事録作成を半自動化し、素早く効率的に議事録
作成を行うクラウド型の文字起こしサービスである。月額利用料で利用者数の制限なく運用が可能なため、企業全体で
の働き方改革を推進し、業務効率化・生産性向上を実現する。この度、更なるサービスの利便性向上のため、iOS で音
声録音と音声認識のためのアップロードが行える「ProVoXT アプリ」をリリースした。インターネット接続不要でアプ
リ録音が可能なため、IC レコーダーの代替として使用することも可能。アプリ上から、クラウドサーバー上に音声をアッ
プロードすることで音声認識依頼を行う。音声認識結果のテキストは、アプリとパソコンのブラウザからダウンロード
することで確認ができる。お問い合わせ先：㈱アドバンスト・メディア　VoXT（ボクスト）事業部　TEL:03-5958-1035

（URL: https://www.advanced-media.co.jp/newsrelease/13356 ）

アドバンスト・メディアが音声認識文字起こしクラウドサービス「ＰｒｏＶｏＸＴ」のｉＯＳアプリをリリース

　㈱ NTT ドコモ東海支社とサン電子㈱は、第 5 世代移動通信方式（以下、5G）と、サン電子の AR スマートグラス
「AceReal ™One」を活用したドローンの遠隔支援などの実証実験を 2018 年 12 月 4 日より開始した。今回の実証実験
では、サン電子の AR スマートグラス「AceReal ™One」に高速大容量・低遅延が特徴である 5G ネットワークを組
み合わせ、ドローンのカメラで撮影している映像を遅延が発生することなく鮮明にパソコンへ表示させ、遠隔地から
工場設備点検や災害救助などの現場へのリアルタイムでの作業支援・指示の実現をめざす。また、シースルーディス
プレイを搭載している「AceReal ™One」にドローンのカメラで撮影している映像を Wi-Fi を通じて表示させ、機体
の目視と映像内容の確認の両立を実現させる。これにより、視線の上下動を抑え、一定方向へ固定させることで、ド
ローンの操作性の向上が期待される。

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_181204_01.pdf ）

ＮＴＴドコモとサン電子が５ＧとＡＲスマートグラスを活用したドローンの遠隔支援などの実証実験を開始

キヤノン㈱は、「パワープロジェクター」シリーズの新製品として、ネイティブ 4K
解像度（4096 × 2160 画素）の LCOS パネルを搭載した世界最小・最軽量のレンズ交
換式モデル 2 機種「4K6020Z ／ 4K5020Z」と 4K 専用交換レンズ「RS-SL07RST」、普
及型プロジェクターの 4K UHD モデル「LX-MH502Z」を 2018 年 12 月上旬より発売した。
本製品は、ネイティブ 4K 解像度の LCOS パネルを搭載した世界最小・最軽量のレン
ズ交換式レーザー光源プロジェクター「4K6020Z ／ 4K5020Z」は、企業内のデザイン
レビューや美術館・博物館、医用画像の投写など高精細な表現力や高い色再現性を求
められるシーンに、4K UDH 解像度（3840 × 2160 画素）の普及型レーザー光源プロジェ
クター「LX-MH502Z」は、Ultra HD Blu-ray など身近な 4K コンテンツの投写に活用
できる。キヤノンはレンズ一体型 4K プロジェクター、超高輝度 4K プロジェクターに
続き、今回の 3 機種を追加することで 4K ラインアップを大幅に拡充し 4K プロジェク
ター市場の拡大を牽引する。価格：オープン価格　お問い合わせ先：キヤノンお客様相談センター　050-555-90071
（URL: https://canon.jp/newsrelease/2018-11/pr-4k6020z.html）

キヤノンが世界最小・最軽量のネイティブ４Ｋプロジェクター「４Ｋ６０２０Ｚ」
など４Ｋラインアップを大幅に拡充する３機種発売

4K6020Z
＊ RS-SL07RST装着時

LX-MH502Z
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　㈱ NTT ドコモは、全国の教育委員会、小学校の先生向けに、プログラミング教育用ロボッ
ト「e-Craft シリーズ embot（以下、embot）」を活用したプログラミング教育支援サービスを、
2018 年 12 月 10 日から開始した。小学校でのプログラミング教育が 2020 年より必修化されて
いるが、教育現場では授業の中にどのようにプログラミング教育を組み込んでいくかが大きな
課題となっている。今回ドコモでは、これまでの取り組みをもとに、小学校の教育指導要領に沿っ
たプログラミング教育の指導事例、指導案などを収録した冊子や、プログラミングを活用した
授業を行うためのサポート教材を収めた「embot プログラミング授業サポートツール」を㈱ナ
リカと開発した。また小学校でのプログラミング教育の目的や、算数や理科などの科目でのプ
ログラミングを活用した指導方法などについて解説する動画配信サービスおよび、教育委員会
や小学校の要望に応じて自由にカリキュラムを設計できる先生向けプログラミング教育の研修
サービスを提供する。「embot」公式サイト：https://www.embot.jp　販売価格（税抜）：4,800 円／台　お問い合わせ先：
㈱ NTT ドコモ　法人ビジネス本部　ソリューションサービス部　ソリューション・デザイン　TEL:03-5156-2892

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_181206_00.pdf ）

ＮＴＴドコモが小学生向けのプログラミング教育支援サービスを提供

「embotプログラミング授
業サポートツール」一式

　セコム㈱は、長年培ってきた出入管理と顔認証のノウハウを活かし、さまざまな業種業態における省力化・生産性向
上ニーズに人物検知で応える、顔認証検知システム「セサモＦＦ」（Face Finder の略）を 2018 年 12 月より販売開始した。
顔認証を活用することで例えば商業店舗や金融機関などでは重要顧客の来店を従業員などに通知する「VIP 来訪報知」、
病院や介護施設などでは患者や施設利用者が建物から出ようとした際にスタッフなどに通知する「無断離院・離設報知」
といったことが可能となり、従業員・スタッフの省力化・生産性の向上を図ることができる。本製品は、セコムがグロー
リー㈱と開発した専用ソフトウェアと顔認証カメラ・顔認証 PC・表示モニターなどで構成され、お客様の建物内に設
置する。お客様が登録した顔画像から 100 カ所の特徴点を抽出して照合判定を行う。また、顔の上下左右の斜め方向か
らでも検知が可能で、検知した顔を追加登録したり、誤認識であったことを登録したりすることで精度を高めていくこ
とができる。使用する目的や利用環境に応じ、検知結果を警告灯やメールで通知することや、扉の開閉を制御すること
も可能で、さまざまな業種業態のニーズに対応できる商品である。販売価格（税別）：2,150,000 円　顔認証用カメラ 2 台、
顔認証 PC、モニター、専用ソフトなどを含む。お問い合わせ先：セコム㈱　コーポレート広報部　TEL:03-5775-8210

（URL: https://www.secom.co.jp/corporate/release/2018/nr_20181227.html ）

セコムが顔認証検知システム「セサモＦＦ」を発売

　キヤノンマーケティングジャパン㈱は、請求書など帳票の発行業務を支援する Web 配信サービス「bizform online（ビズフォー
ムオンライン）」の提供を 2018 年 12 月 17 日より販売開始した。本サービスは、企業間でやりとりする請求書や納品書、支払
通知書などの帳票をクラウド上で配信することで、業務処理に要していた手間、時間、コストを大きく改善する。また、電子
帳簿保存法に対応しており、クラウド上に保存した帳票をお客様が指定した保存期限まで自由に閲覧、検索することができ、
保管スペースの削減と検索性の向上を実現する。価格（税別）:5 万円／月～（配信数により課金）　お問い合わせ先：キヤノンマー
ケティングジャパン㈱　TEL:03-6719-9864

（URL: https://canon.jp/newsrelease/2018-12/pr-bizformonline.html ）

キヤノンマーケティングジャパンが帳票発行業務を支援するクラウドサービス「ｂｉｚｆｏｒｍ ｏｎｌｉｎｅ」を開始

　サンワサプライ㈱は、ひとつのビーコンで最大 6 種類のデー
タを送信できる BLE ビーコン「MM-BLEBC3」「MM-BLEBC4」

「MM-BLEBC5」を発売した。本製品は、マルチアドバタイズ
BLE ビーコンである。接触が不要で数メートル離れていてもデー
タを発信できるため、例えばスマートフォンのアプリを使い、来
店された方へのポイント付与やクーポン配布などが自動で行える。
BLE ビーコンは、Bluetooth Lower Energy（BLE）という電力消
費を極限まで減らす技術を利用しており、電池の消費量が少なく、電池交換なしでも長期間にわたって作動する。その
ため実用性が高く、現在では様々な商業キャンペーンに使用されている。送信範囲は、1 ～ 100m、電波発信のインター
バルは 100 ～ 5000 ミリ秒の間を選択できるため、バッテリー消費量などをコントロール可能である。パスワード保護
機能、遠隔操作停止モード付きでセキュリティ対策も万全である。BLE ビーコンは、3 個セットで出荷している。スタ
ンダードタイプの「MM-BLEBC3」、大容量バッテリータイプの「MM-BLEBC4」、加速度センサー搭載タイプの「MM-
BLEBC5」の 3 タイプである。価格：オープン価格　お問い合わせ先：東京サプライセンター　TEL:03-5763-0011

（URL: https://www.sanwa.co.jp/news/201812/mm-blebc/index.html ）

サンワサプライがひとつのビーコンで最大６種類のデータを送信できるＢＬＥビーコンを発売

MM-BLEBC3 MM-BLEBC5MM-BLEBC4
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　IDC Japan ㈱は、2018 年上半期までの実績に基づいたソフトウェアとアプライアンス製品を含めた国内の情報セ
キュリティ製品市場とセキュリティサービス市場の 2019 年～ 2022 年の予測を発表した。2019 年から 2020 年にかけ
ては、消費税増税による景気の下振れリスクが高まるものの、2019 年に開催される主要 20 カ国／地域（G20）首脳
会議やラグビーワールドカップ、2020 年の東京オリンピック／パラリンピックといった国際イベントによって、サ
イバー攻撃の多発が懸念されており、重要社会インフラへのサイバー攻撃の対策需要が高まるとみている。また EU
一般データ保護規則（GDPR）などデータ主権の概念に基づいた海外のプライバシー保護法の規制によって、外部脅
威対策製品ばかりでなく内部脅威対策製品へのニーズも高まり、需要が拡大すると IDC ではみている。このような
背景から、国内セキュリティソフトウェア市場の 2017 年～ 2022 年における年間平均成長率は 3.4％で、市場規模は
2017 年の 2,484 億から 2022 年には 2,943 億円に拡大すると予測する。

（URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ44635519 ）

ＩＤＣＪａｐａｎが国内情報セキュリティ市場予測を発表

　富士通㈱は、富士通クライアントコンピューティング㈱製の文教向け Windows タブレット「FUJITSU Tablet 
ARROWS Tab」と、法人向け「ARROWS Tab Q509/VB」の 2 機種、および最新版 OS、最新 CPU を搭載した法人
向けパソコン、ワークステーションを 2019 年 1 月 22 日から国内で販売開始した。特長は、従来からの優れた堅牢性
と安心の防水・防塵・耐薬品機能などの特長はそのままに、最大約 1.9 倍の高速処理が可能なインテル Celeron プロセッ
サーを搭載し、さらなる高パフォーマンスを実現した。また、充電電圧を上げることにより、1 時間で約 80％の充電
が可能となり、従来モデルの 2 時間から半減させるなど高速充電機能を大幅に強化した。これにより、昼休みなど短
時間での充電が可能となり、円滑な業務や授業運営を支援する。価格（税抜）:97,200 円～　お問い合わせ先：富士通
㈱　購入相談窓口　TEL:0120-959-242

（URL: http://pr.fujitsu.com/jp/news/2019/01/22-1.html ）

富士通が使いやすさを追求した文教向けタブレットなど法人向けパソコン７シリーズ１１機種を新発売

　㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、子どもの創意工夫を引き出すロボットトイ「toioTM（トイオ）」
を日本国内向けに 2019 年 3 月 20 日より発売する。また、本商品と toio 専用タイトル「トイオ・コレクション」をセッ
トにしたお得な数量限定商品「toioTM バリューパック」を同日より発売する。toioTM は、「toioTM コンソール」とリング
型コントローラー「toioTM リング」、そしてキューブ型ロボット「toio コア　キューブ」（キューブ）で構成され、様々なジャ
ンルの専用タイトルと組み合わせて、アクションゲームやパズルゲーム、プログラ
ミングや動きのある工作など、直接おもちゃを作り、操作することで、枠にとらわ
れない自由なあそびを楽しむことができる新しいプラットフォームである。価格（税
抜）：toioTM  16,980 円　toioTM バリューパック　19,980 円　お問い合わせ先：㈱ソニー・
インタラクティブエンタテインメント　URL: https://toio.io/

（URL: https://www.sie.com/corporate/release/2019/190117a.html ）

ソニー・インタラクティブエンタテインメントが子どもの創意工夫を引き出すロボットトイｔｏｉｏを発売

ロボットトイ「toio™」

　パナソニック㈱は、今お持ちの家電を声で操作ができる、Google アシスタン
ト搭載のワイヤレススピーカーシステム SC-GA1（愛称：コエリモ）を 2 月下旬
より販売開始した。近年、スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで一般
のご家庭に広く普及している赤外線リモコン対応家電の操作を行うことができる。
また、パナソニックの『スピーカー搭載 LED シーリングライト「AIR PANEL 
LED THE SOUND」』との独自連携により、「あかりの操作」と「光と音の一括操作」
が音声で可能となり、暮らしのシーンや気分にあわせた空間の演出ができる。さ
らに Google アシスタントを搭載しているので、曲名、アーティスト名、ジャン
ルや気分をスピーカーに向かって話しかけるだけで気軽に音楽が楽しめるだけでなく、天気予報、ニュースなどの情
報取得や Google アシスタント対応機器の操作など Google Home で利用可能な機能が使える。 価格：オープン価格
　お問い合わせ先：パナソニック㈱　DIGA・オーディオご相談窓口　TEL:0120-878-982

（URL: https://news.panasonic.com/jp/press/data/2019/01/jn190123-1/jn190123-1.html ）

ワイヤレススピーカーシステム 
コエリモ「SC-GA1」

パナソニックがワイヤレススピーカーシステム「コエリモ」ＳＣ－ＧＡ１を発売
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　ソニー㈱は、自律型エンタテインメントロボット “aibo” （アイボ）の新しいサービス「aibo のおまわりさん」を 2019
年 2 月中旬の aibo システムソフトウェア バージョン 2.0 のアップデートから提供開始した。「aibo のおまわりさん」は、
aibo と共に暮らす中で楽しさに加えて安心感を提供する「セキュリテイメント」（セキュリティ＋エンタテインメント）
をコンセプトとした新しいサービスである。サービス提供開始時は、aibo が室内をパトロールし、レポートする機能を
無償で提供し、その後も「aibo のおまわりさん」を継続的に機能拡張していく。なお、2019 年 6 月より開始する有料サー
ビス「aibo プレミアムプラン」では、「aibo のおまわりさん」の新機能追加に加え、aibo の撮影した写真の保存枚数制
限の解除やオリジナルデザインによるフォトアルバムの提供などを予定している。さらに、セコム㈱とのパートナーシッ
プを開始し、将来的な新機能・サービスの提供をめざす。また、他の企業、団体等との商品・サービス連携を推進する
ために、aibo のソフトウェア API の一般公開を 2019 年夏より開始する。主な機能は、①「見つけてほしい人」の登録
　②地図とパトロール　③レポート　お問い合わせ先：ソニー㈱　HP：http://aibo.sony.jp/feature/patrol.html

（URL: https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201901/19-010/index.html ）

ソニーのエンタテイメントロボット “ａｉｂｏ”が家族をみまもる「ａｉｂｏのおまわりさん」の提供開始

　東芝デジタルソリューションズ㈱の音声認識サービス「RECAIUS フィールドボイス インカム Express」が、エヌ・デーソ
フトウェア㈱の介護・福祉事業所向けスマートフォンアプリ「ほのぼの TALK++（ほのぼのトークプラス）」に搭載され、販
売開始した。「RECAIUS フォールドボイス インカム Express」は、トランシーバーやインカムのような多人数の同時通話を
可能にするアプリケーションで、通常の通話機能に加え、通話内容の「テキスト」と「音声」での情報共有を可能にする。通
話内容は即座にテキスト化され、全職員のスマートフォンなどに配信されるので、聞き逃した場合もタイムライン上で「いつ・
だれが・なに」を話したが簡単に確認できる。また音声を聞き直すこともできる。管理者用パソコンからは、テキスト入力し
た指示内容を合成音声に変換して一斉配信できるので、職員側はスマートフォンの画面を確認することなく、指示内容を音声
で聞くことができる。また、通話内容を検索する機能や通話内容一覧の一括ダウンロード機能により、日報の作成や改善検討
などに活用することができる。お問い合わせ先：東芝デジタルソリューションズ㈱　HP：https://www.toshiba-sol.co.jp/

（URL: https://www.toshiba-sol.co.jp/news/detail/20190129.htm ）

東芝デジタルソリューションズが音声認識「ＲＥＣＡＩＵＳフォールドボイス インカム Ｅｘｐｒｅｓｓ」を介護・
福祉事業者向けに販売開始

　シャープ㈱は、部屋の電話線差込口の場所にと
らわれることなく、自由に設置場所が選べるデジ
タルコードレス電話機「JD-XG1CL/CW」を 2019
年 2 月 14 日より販売開始した。本機は、電話機
本体から電話線の接続部（電話線接続ボックス）
を独立させた設計を採用。電話機本体は、電話線
接続ボックスとコードレスで接続できるので、電
話線差込口の位置や配線を気にすることなく、置
き場所を自由に選ぶことが可能である。電話線接
続ボックスは、設置面が幅 29mm ×奥行 94mm
のコンパクト設計を実現し、モデムやルーターなどで電話線差込口の周辺スペースが限られる場合でも、設置しやす
くなった。電話に出る前に音声メッセージを流して発信者に名乗るように促す「お名前確認ボタン」や通話内容の録
音など、迷惑電話対策機能も充実している。価格：オープン価格　お問い合わせ先：シャープ㈱　TEL:0120-663-700

（URL: http://www.sharp.co.jp/corporate/news/190124-b.html ）

シャープがデジタルコードレス電話機「ＪＤ－ＸＧ１ＣＬ／ＣＷ」を発売

デジタルコードレス電話機
<左：JD-XG1CL-N（ゴールド系）　右：JD-XG1CL-T（ブラウン系）＞

NTT コミュニケーションズ㈱は、テレワークなどの場所にとらわれない働き方を手軽に始められるサービス「テレワーク・
スタートパック」を 2019 年 2 月 1 日より提供開始した。本サービスは、テレワークに必要なノートパソコン、モバイル通信、
およびセキュリティサービスをパッケージ化し、事前の設定も完了した状態で提供するものである。ノートパソコンにモバイ
ル通信サービス「OCN モバイル ONE for Business」の SIM カードがセットされており、Wi-Fi がない環境でもインターネッ
トに接続することが可能である。事前にモバイル通信の接続設定を行った状態で提供するため、お客様による設定作業は必要
ない。また、セキュリティ対策についても、ノートパソコンを紛失した際のデータ漏えいを防止する暗号化機能、マルウェア
対策ソフト、有害サイトへのアクセスを防ぐ Web フィルタリング機能を設定済みの状態で提供するため、ノートパソコンが
届いたその日から、セキュアな環境でテレワークを実施することができる。利用料金（税抜）：初期費用 1 セット 95,500 円か
ら（開通手数料およびノートパソコンの端末代金）　月額費用 1 セット 3,200 円から（3GB コース、3 年契約の場合）　お申込
み方法：テレワーク・スタートパック　https://www.ntt.com/business/lp/mobile/start.html

（URL: https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2019/0131.html ）

ＮＴＴコミュニケーションズが設置不要ですぐにセキュアなテレワークを始められる「テレワーク・スター
トパック」を提供開始
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特集

2019年2月1日から3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」として政府機関、関係団体よりウェブサイ
トや SNSを通じて情報発信が行われています。2019年のキャッチフレーズは、「#サイバーセキュリティは
全員参加！」となり、TVアニメ「約束のネバーランド」とタイアップを行い、幅広い層にサイバーセキュリティ
への意識が高まることを期待しています。
本特集は、「サイバーセキュリティ月間」に合わせて、スマートフォンの情報セキュリティ対策についてご紹介
します。情報セキュリティ対策を行っていないと、思わぬトラブルに巻き込まれることもありますので、利用の
際は、「スマートフォン情報セキュリティ3か条」と、大切な情報を守るための「スマートフォンプライバシーガ
イド」を踏まえて、しっかりと対策を行いましょう。

スマートフォンを安心・安全に使うために
情報セキュリティ対策をしましょう

本企画では、「抗え。この世界（インターネット）
の脅威に。」をタイアップキーワードとしています。

『約束のネバーランド』は、子供たちが知恵を絞っ
て脅威に立ち向かっていくことから、インターネッ
トの世界においても知識を身につけて脅威に立ち向
かって頂きたいとの想いを込めています。

１．スマートフォンでもウイルス感染や架空請求被
害の危険
スマートフォンは、携帯電話と小さなパソコンの

二つの性格を兼ね備えた情報端末です。従来の携帯
電話よりも大きな画面でインターネットコンテンツ
の閲覧やメールのやりとりができたり、便利なアプ
リケーション（「アプリ」。地図検索、ショッピング、
画像編集、ゲームなど、利用者が作業の目的に応じ
て使うソフトウェアのこと）を自由にインストール
したり、多彩な機能を自分が使いやすいように設定
して利用できるのが特徴です。スマートフォンは若
い世代を中心に普及しており、20 代、30 代では 9 割
以上、40代では約8割、50代では7割近くの人がスマー
トフォンを持つようになっています。（※参考：総務
省「平成 30 年版情報通信白書」）

インターネットにつながり、パソコンのような
機能をもつ便利なスマートフォンですが、その反面、
パソコンと同様、しっかりとセキュリティ対策をし
ていないと、ウイルスに感染したり、情報が盗まれ
たりする危険があります。近年、スマートフォンを
ねらった架空請求詐欺や個人情報を不正に収集する
アプリケーションによる様々な被害が発生していま
す。

＜事例＞
近年、電話帳情報を外部に送信するアプリケーショ

ンが確認されています。その一つとして、公式の提
供サイトで無料配布されていた、人気ゲームを動画
で紹介するアプリケーションにおいて、「連絡先デー
タの読込み」などについて利用者に許諾を求め、「同
意する」ボタンを押すことでインストールが実施さ

■2019年サイバーセキュリティ月間ポスター
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れ、起動すると動画が再生されると同時に、スマー
トフォン所有者の電話番号とともに電話帳に登録さ
れた個人名、電話番号、メールアドレスなどが外部
のサーバーに送信されてしまう機能を持っていたと
いうアプリケーションが確認されました。

自分自身が被害に遭わないために、また大事な
友人の個人情報を流出させてしまうことないよう
に、スマートフォンを利用する際には、利用者自身
の、普段から情報セキュリティ対策と、スマートフォ
ンに蓄積された利用者情報の取扱いに関する注意が
必要です。

２．「スマートフォン情報セキュリティ３か条」を守
りましょう

　スマートフォンにおいて、利用者が最低限取るべ
き情報セキュリティ対策として、総務省は「スマー
トフォン情報セキュリティ 3 か条」を取りまとめて
います。この 3 か条を実践して、スマートフォンを
安全に使いましょう。

■スマートフォン情報セキュリティ３か条
①ＯＳ（基本ソフト）を更新

スマートフォンは、OS（Android や iOS など基本
ソフト）の更新（アップデート）が必要です。古い
OS を使っていると、ウイルス感染の危険性が高くな
ります。OS の更新を促す通知が来ましたら、その時
は最新版の OS をインストールしましょう。詳しくは
携帯電話会社などに相談してください。
②ウイルス対策ソフトの利用を確認
　先の事例で紹介しましたように、ウイルスの混入
したアプリケーションが発見されています。スマー
トフォンでは、携帯電話会社などによってモデルに
応じたウイルス対策ソフトが提供されています。ウ
イルス対策ソフトの利用については、携帯電話会社
などに確認しましょう。
③アプリケーションの入手に注意
　アプリケーションの事前審査を十分に行っていな
いアプリケーション提供サイトでは、ウイルスの混
入したアプリケーションが発見される例があります。
OS 提供事業者や携帯電話会社などが安全性の審査を
行っているアプリケーション提供サイトを利用する
ようにしましょう。インストールの際にはアプリケー
ションの機能や利用条件に注意しましょう。

＜その他の注意点＞
スマートフォンは常に持ち歩くため、盗難・紛失

時に他人に不正利用されないよう、普段からパスワー
ドなどで端末にロックをかけておくなど、従来の携
帯電話と同様の対策も必要です。

３．利用者が注意すべき「スマートフォンプライバ
シー ガイド」

　スマートフォンは、常に電源を入れてネットワー
クに接続された状態で持ち歩きます。そのためパソ
コンに比べて利用者との結びつきが強く、電話帳、
位置情報、通信履歴、行動履歴など、利用者のプラ
イバシーに関わる多種多様な利用者情報が取得・蓄
積されています。総務省では、利用者が安心安全に
スマートフォンを利用できるよう、関係事業者が利
用者情報を適正に取り扱っていくための「スマート
フォン利用者情報取扱指針」などについて検討を進
めてきました。一方で、これらの情報を活用したア
プリケーションを利用する利用者側にも一定の自己
責任が伴います。

スマートフォンを安心して利用するために、利用
者自身が注意すべき事項を整理して「スマートフォ
ンプライバシー ガイド」としてまとめています。主
な内容は次のとおりです。

■スマートフォンを利用する際の注意事項
①スマートフォンのサービス構造を知りましょう
　スマートフォンは、携帯電話会社のみによるサー
ビスではありません。アプリケーション提供者やア
プリケーション提供サイトの運用者など多くの事業
者が、それぞれ役割をもってサービスを提供してい
ます。無料のアプリケーションなどの中には、広告
主からの広告収入などによって収益を得ることによ
り、アプリケーションの提供を実現しているものも
あります。このような場合、アプリケーションに情
報収集を行うプログラムが組み込まれていると、利
用者情報が広告配信事業者などへ提供される場合も
あります。
②アプリケーションの信頼性に関する情報を自ら入

手し理解するように努めましょう
　スマートフォンには、電話帳データ、通信履歴、ウェ
ブページの閲覧履歴、など下図のような様々な利用
者情報が蓄積されます。アプリケーションをインス
トールすると、これらの情報は、アプリケーション
を通じたサービス提供に活用されます。同時にこれ
らの情報が広告配信事業者などへ提供され、利用者
の趣味・趣向に応じた広告の表示などに利用される
場合もあります。

このように利用者情報が収集・送信されて利用さ
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れることについて、プライバシー上の不安がある場
合、利用者も受け身ではなく、アプリケーションの
機能や評判、提供者など、アプリケーションの信頼
性に関する情報を自ら入手し、理解に努めるように
しましょう。その場合、評価サイトの評価や利用者
のコメントなどを参考にすることもできますが、そ
れでも不安な場合には利用を避けることも大切です。

携帯電話会社及び製造メーカーなどが安全性を確
認しているアプリケーション提供サイトなども、必
要に応じて活用しましょう。
③利用者情報の利用許諾画面などを確認しましょう
　アプリケーションの信頼性を確認するためには、
利用者情報がどのような目的で収集されているか、
必要以上の利用者情報が収集されていないかなども
ヒントになります。

アプリケーションをダウンロードする際や利用（起
動）時に、収集する利用者情報に関する利用許諾を
求める画面が表示される場合がありますのでよく確
認してください。

アプリケーション提供サイトには、プライバシー
ポリシー（個人情報保護方針）が定められて公表さ
れている場合もありますので、これらも確認してく
ださい。利用許諾画面や利用規約などにおいて、収
集される利用者情報の範囲などをよく確認し、内容
を理解した上で、同意・利用するように努めましょう。

（「携帯のステータスと ID の読み取り」や「端末の電
話機能へのアクセスをアプリケーションに許可しま
す」などの通知画面が表示され、承諾すると、個人
情報が外部に取得されます。その際には、利用の範囲、
取得先の信頼性などを確認し、目的外利用されない
ように注意してください。）なお、利用許諾画面が表
示されない場合には、これまでに述べた様々な方法
により、アプリケーションの信頼性の確認に努めま
しょう。

■スマートフォンの情報セキュリティ対策のサイト
・総務省「スマートフォン・クラウドセキュリティ

研究会最終報告～スマートフォンを安心して利
用するために実施されるべき方策～」

　URL: http://www.soumu.go.jp/menu_news/
s-news/01ryutsu03_02000020.html

・総務省「スマートフォンプライバシー」
　URL: http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_

tsusin/d_syohi/smartphone_privacy.html
・総務省「国民のための情報セキュリティサイト」
　URL: http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_

tsusin/security/index.html

（出典：政府広報オンライン　URL: https://www.gov-online.
go.jp/useful/article/201207/2.html ）

【スマートフォンにおける主な利用者情報】
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2019 年の通信業界における最重要テーマの 1 つが、
5G（第 5 世代移動通信システム）であることに異論
はないだろう。
　総務省は 2019 年 3 月末（2018 年度末）を目途に
5G の周波数の割当を行う。順当に行けば、NTT ド
コモ、KDDI、ソフトバンクの既存携帯キャリアと、
新規参入する楽天の計 4 社に電波が付与される。
　開設指針案によると、総務省は 5G サービスを全国
で提供する事業者向けに、3.7GHz 帯（100MHz 幅で
5 枠）、4.5GHz 帯（同 1 枠）、28GHz 帯（同 4 枠）の
合計 10 の割当枠を用意している（図表1）。

事業者への割当審査では、人口等のカバレッジの
広さを評価する従来の指標に代わり、①全国への展

開可能性の確保、②地方での早期サービス開始、③
サービスの多様性の確保の 3 点を評価する指標を新
たに設ける。5G 時代にはヒトだけでなく、あらゆる
モノがサービスの対象となること、また地域課題解
決や地方創生ヘの活用が期待されることによるもの
だ｡ 全国を 10km 四方のメッシュに区切り、5 年以内
に 50％以上のメッシュでの 5G 整備を絶対審査基準
とするとともに認定から 2 年後までに全都道府県で
5G の運用を開始することが要件となる。

サブ 6GHz 帯と呼ばれる 3.7/4.5GHz 帯は電波が届
きやすい反面、周辺局からの干渉を受けやすく、面
的なエリア展開に適する。ミリ波帯の 28GHz 帯は直
進性が高く電波が届きにくいが、その分、干渉とな

業界特集

いよいよ５Ｇが現実のものとなる｡ 既存キャリア３社は、２０１９年夏頃からプレサービスを実施。 
２０２０年には楽天を含む４社が商用サービスをスタートさせる｡ キャリア４社の５Ｇ展開計画を取材した。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

夏からプレサービス、当初は３.２Ｇｂｐｓ？
５Ｇは日本でこう始まる

図表1　５Ｇ周波数の割当案

図表2　周波数の特徴
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る電波も飛びづらいため、局所的に高密度なエリア
展開に向くといわれる（図表2）。

こうした周波数の特性に加えて、基地局装置を世
代間で共用する目的から、既存の LTE を補完 ･ 拡張
しつつ 5G のエリアを広げていくことになりそうだ。

■地方を重視したエリア展開
それでは、各社はどのようなエリア展開を計画し

ているのか。
　ドコモ、KDDI、ソフトバンクは 3.7/4.5GHz 帯につ
いては 100MHz 幅、28GHz 帯については 400MHz 幅
を希望している。
　｢多種多様な要求に応えるため、都市部だけでなく
地方も含め、必要とされる場所に適切な機能と周波
数帯とともに展開したい｣ と話すのは、ドコモ経営
企画部 5G 事業推進室長の太口努氏だ。
　例えば東京 ･ 渋谷のスクランブル交差点のように
人通りが多く膨大なデータトラフィックが発生する
エリアや、社会的課題解決や地方創生、あるいは新
たな産業創出につながるエリアから展開を始めたい
という。

5G サービスの通信速度について、2018 年 11 月に
総務省で行われた公開ヒアリングでドコモの吉澤和
弘社長は、サブ 6GHz 帯で 100MHz 幅の場合、CA

（キャリアアグリゲーション）込みで下り 2.4Gbps
／ 上 り 117Mbps、28GHz 帯 で 400MHz 幅 の 場 合、
3.2Gbps/256Mbps と明らかにした。
　これらの数字について、太口氏は ｢目指している 1
つの例｣ と前置きしたうえで、｢LTE（DL Cat.18）が
理論値で最大 1.2Gbps となっているので、それを超え
ることが目標。CA や MIMO といった技術も今後進
歩するため、最終的には 1 ケタ上の 10 ～ 20Gbps を
目指したい｣ としている。
　KDDI は、大都市部、都市部、郊外部、ルーラル ･
山間部と 4 つのエリアに分類、それぞれのトラフィッ
ク状況に合わせた展開を計画する。
　トラフィックが密集する大都市部はサブ 6GHz 帯
と 28GHz 帯に加えて既存の LTE 周波数も併用。ト
ラフィックの少ない郊外はサブ 6GHz 帯と LTE で対
応し、さらに奥まった山間部などは現行の LTE を引
き続き活用する。28GHz 帯を 400MHz 幅とまとめて
確保できることで、高速大容量通信が実現可能にな
るという。
　ソフトバンクも地方創生を視野に入れたエリア展
開を計画する。「3G や LTE のようにコンシューマー
をメインターゲットにしたエリア展開ではなく、地

方創生につながる要望が寄せられた地域から整備し
ていくことになるだろう」とモバイルネットワーク
本部本部長の野田真氏は見解を示す｡ 遠隔医療や建
機の遠隔操作等、用途によっては病院や工事現場な
どに局所的に 5G を展開することもあるという。
　ソフトバンクでは地域活性化の一環として、「おで
かけ 5G」の実用化を検討している｡ 可搬型の 5G 基
地局、5G コア、MEC、5G 端末で構成され、5G によ
るローカルエリア通信を実現できる。5G では必要性
の高い地域から 5G ネットワークを敷設するが、おで
かけ 5G を活用することで、5G のスポット展開も可
能になる。このため、まだ 5G が届いていない地域に
おける産業活性化が期待できる。
　楽天は、3.7/4.5GHz 帯では 3 キャリアと同様の
100MHz 幅だが、28GHz 帯では 800MHz 幅と 4 社の
中で最大幅を希望する。5G では 800MHz 幅の周波数
帯の割当を受けることができれば、10Gbps のサービ
スを実現できるというのが理由だ｡ サブ 6GHz 帯に
ついては同 2 ～ 2.5Gbps を想定している。

 

■ドコモはラグビーＷ杯に照準
周波数割当後は、2019 年夏頃からドコモ、KDDI、

ソフトバンクの 3 社が 5G のプレサービスを開始する。
高速大容量 ･ 低遅延 ･ 多数端末接続という 5G の

特徴を活かしたサービスを披露する場として、ドコ
モは 9 月 20 日に開幕するラグビーワールドカップに
照準を定める。「スタジアムソリューションなど、5G
ならではのサービスを提供したい」と経営企画部 5G
事業推進室企画担当部長の鴻池庸一郎氏は話す。
　多くのカメラ映像を同時に配信し、自由に視点を
切り替えながら観戦したり、観戦者が装着したスマー

ソフトバンク
モバイルネットワーク本部
本部長　野田真氏

（右から）ＮＴＴドコモ経営企画部５Ｇ事業推進室長の太口努氏、
同　企画担当部長の鴻池庸一郎氏
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トグラスにルールや試合経過、選手の情報を表示す
るなど、従来にはない新たなスポーツ観戦スタイル
を提供する。スタジアムの外でも、中継映像とリア
ルタイム AR を連動させた、より臨場感 ･ 没入感の
あるパブリックビューイングなどを検討していると
いう。

KDDI も詳細は未定としながらも、高精細映像配
信やスタジアムソリューション、ドローン警備など、
ラグビーワールドカップを念頭に置いた 5G のプレ
サービスを検討している。｢2020 年の東京オリンピッ
ク ･ パラリンピックに向けて、パートナーとともに
検証を行う目的もある｣ とコンシューマ事業企画本
部次世代ビジネス企画部長の長谷川渡氏は述べる。
　ソフトバンクは所有するプロ野球チーム ･ 福岡ソ
フトバンクホークスの本拠地であるヤフオクドーム

（福岡県福岡市）において、プレサービスを始める。
　野球の試合を臨場感のある VR の映像で、しかも
多視点で切り替えながら観戦するといったサービス
の提供を目指している。
　もちろんプレサービスには、こうしたスポーツや
エンターテインメントにおける有用性の検証に加え
て、「商用電波を使い、フィールドでの商用化に向け
た検証を行う期間」（ドコモ鴻池氏）という意味合い
も持つ。
　5G を活用した新たなビジネスの創出には異業種と
の連携による B2B2X モデルでのサービス提供が不可
欠であり、各社ともパートナー戦略を推進している。
　例えばドコモの ｢5G オープンパートナープログラ
ム｣ には、1900 以上の企業 ･ 団体が参加（2018 年 11
月時点）。また、5G の技術検証を行える施設 ｢ドコ
モ 5G オープンラボ｣ を東京 ･ 大阪 ･ 沖縄に開設して
いるが、これまでに約 300 社が利用しており、ドコ
モとパートナーそれぞれのアセットを活かした様々
なアイデアが集まっている。ただ、5G オープンラボは、
シールドルームという限られた空間で試験用電波を
使って実証実験を行う。このため、プレサービスで
は実証実験の中から有望な事例を集め、実用化に向
けた取り組みの場と位置付けている。

■スマホ以外の形状の端末も
　2020年には、楽天を含む4社が揃って5Gの商用サー
ビスを開始する。
　7 月の東京オリンピック ･ パラリンピックでは、5G
を使った観戦ソリューションや警備システムなどが
各社から提供されることになる。楽天は、関連グッ
ズの販売支援や民泊運営のサポートなど周辺ビジネ
スにも 5G を活用する。
　併せて、遠隔医療や自動運転、スマート農業など、
社会課題解決や地方創生につながるサービスのうち、
実現可能性の高いものから実用化が始まる。
　商用サービス開始時には、コンシューマー向けの
端末も登場する。
　5G 対応端末については、海外メーカーが 2019 年
前半にもスマートフォンを発売する。国内では商用
サービス開始時点で、キャリア各社から ｢数機種程
度｣ の端末が出揃う見込みだ。
　端末と一緒にサービスも提供されるが、LTE との
違いや 5G ならではの魅力をユーザーが体感できる
サービスとして有力なのが、映像コンテンツだ｡ 大
容量の 3D 動画を瞬時にダウンロードし、手元の端
末で臨場感あふれる映像を視聴する｡ LTE では実現
できなかったことが、現実のものとなる可能性が高
い。ソフトバンクの野田氏も「スポーツやライブ中
継をテレビで見るよりも手元の端末で見た方が面白
い、という時代が来るかもしれない」と期待を込める。
　ドコモの鴻池氏は、「5G ならではの視聴体験を提供
するため、従来のスマホよりも大型化したり、他画
面化した端末も出てくるのではないか」と語る。ス
マートグラスやヘッドマウントディスプレイは安定
性などに課題があるが、今後、大容量映像コンテン
ツの視聴に適した使い勝手の良いものに進化する可
能性もありそうだ。
　サービスの変化に伴い、5G では料金体系も変化す
ると見られる。コンテンツが大容量化しても、ビッ
トレート単価が下がるため、現行の料金体系から大
幅に値上がりすることは考えにくい。また、携帯キャ
リア以外の事業者がサービス主体となったり、デー
タ利用量ではなく利用時問に応じた課金体系なども
登場するかもしれない。
　5G では、通信速度の高速化にとどまらない、ビジ
ネスモデルも含めたより大きな変革をもたらす可能
性が高い｡  2019 年はその第一歩が始まる。

（出典：テレコミュニケーション January 2019）

ＫＤＤＩ
コンシューマ事業企画本部
次世代ビジネス企画部長
長谷川渡氏
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新製品・新サービス

ディーリンクジャパンがギガビットアンマネージドスイッチ
「ＤＧＳ－１００８ＰＴＰ」を販売開始

　「DGS-1008PTP」 は、10/100/1000BASE-T を 8 ポ ー ト
搭載したタップ型アンマネージドスイッチです。8 ポー
ト中 4 ポートが 802.3at 規格準拠の PoE+ 給電に対応して
おり、スイッチ全体で 40W の給電が可能です。主にマン
ションやアパートなどの備え付けのネットワーク機器向
けの PoE 給電スイッチとして最適な製品です。
　昨今増加している居室備え付けのWi-Fi機器やセンサー
機器に対して通信および給電を同時に行うことができる
ことはもちろん、天井裏や配電盤など限られたスペース
への設置を想定したスリムなタップ型設計の採用や、日
本の高温多湿な環境に最適な 50℃対応設計の採用、また
電源部の省スペース化が可能な電源内蔵設計の採用やス
イング式電源コネクタの採用、配電盤やスチール素材に
直接取付け可能な底面マグネットの標準搭載、また付属
品として壁掛けネジが標準添付されるなど、様々な設置
環境に柔軟に対応が可能な製品です。
　また、配電盤や天井裏といった目線より高所設置時に
PoE 給電動作の状態確認がしやすいように、通常の LAN
ポートの LED ランプと PoE ポートの LED ランプの位置
を変えるなど、通信や給電状態を視認しやすい設計を採
用するなど、細かい配慮を行っております。
　もちろん通常のオフィス環境などでもご利用が可能で
す。スチールデスクなどに取り付けて、IP 電話などへの
給電スイッチとしてもご利用いただくことができ、製品
パネル上のスライドスイッチのオン／オフによって、ルー
プ検知機能、EEE 機能（*1）および LED ランプ消灯の設
定が可能です。
　購入後 5 年間の長期無償保証に対応しており、万が一
の故障時には無償修理可能なため、安心してご利用いた
だくことが可能です。

（*1）省電力機能である IEEE802.3az 規格 Energy Efficient 
Ethernet の略。

■特長
１．D-Link Green 省電力＆ファンレス設計

DGS-1008PTP は、IEEE802.3az EEE に準拠した省エ
ネ機能を実装し、通信がない場合には自動的に電力を
削減することが可能です。これにより、環境への配慮、
製品寿命の延命化、発熱の抑制、運用時のコスト削減
を実現します。

２．ループ検知機能
ループ検知機能により、ループ発生時には一時的にポー
トを遮断することでネットワーク障害を回避し、安定
したネットワーク環境を実現します。

３．DIP スイッチによる機能設定
側面パネルにある DIP スイッチにて「EEE」「ループ
検知」「LED」の有効 / 無効を指定することができます。

４．IEEE 802.1p QoS をサポート
パケットの優先順位を検出して、優先順位の高いデー
タの配送遅延を防止する、IEEE 802.1p プライオリティ
キューに対応しています。これにより、映像、ゲーム
などのマルチメディア通信や VoIP などのアプリケー
ションに対して最適な通信を提供します。

５．IEEE 802.3x フローコントロールをサポート
全ポートがフロー制御に対応しているため、破棄され
るパケットが減少します。これにより、再送要求によ
る不要なトラフィックの増加を抑え、実効転送速度が
向上します。

６．全ポートオートネゴシエーション機能搭載
全ポートが通信速度や全二重 / 半二重を自動認識。ギ
ガビット通信時には全二重で最大 2000Mbps が可能と
なり、サーバアクセスなどのネットワーク上のボトル
ネックを解消して、快適なパフォーマンスを提供します。

■販売製品
製品名　　　　： DGS-1008PTP
品番　　　　　： DGS-1008PTP/A1
製品概要　　　：  PoE+ 対応 10/100/1000BASE-T*8 ポート

（内 PoE+4 ポート）
　　　　　　　　タップ型アンマネージドスイッチ
標準価格（税別）： 17,800 円

■お問い合わせ先
ディーリンクジャパン㈱
お問い合わせ URL： https://www.dlink-jp.com/support/
contact

ディーリンクジャパン㈱（以下：D-Link）は、PoE+給電に対応したタップ型電源内蔵のギガビットアンマネー
ジドスイッチ「DGS-1008PTP」をパートナー各社を通じて2018年12月4日より受注開始しました。

DGS-1008PTP
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INFORMATION

　下記の書籍を斡旋価格で販売しますので、ご希望の方は下記の「書籍申込書」に必要事項を記入し、関東地
方本部事務局へＦＡＸでお送り下さい。
　　「実戦問題シリーズ」（2019 春版）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2018 年 11 月試験の問題、
②今後出題される可能性のある各種の過去問題」が、解説とともに掲載されています。
　是非、受験準備にお役立て下さい。　（出版社：㈱リックテレコム　〒 113-0034　文京区湯島 3-7-7　リックビル）
　お申込み先：（一社）情報通信設備協会 関東地方本部　事務局　　TEL 03-5244-9700　　FAX 03-5244-9711

注 1：斡旋価格には消費税は含まれておりませんので、斡旋価格のほかに消費税（小数点第一位を四捨五入）を
お支払いただきます。    

注 2：代金は前払いでお支払いただきます。
注 3：品物の郵送をご希望の場合は、別途送料が掛かります。

シリーズ 書　　　　名 判 型 頁 ISBN 定　価 斡旋価格

実戦問題
シリーズ

2019春 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-86594-184-5 2,300 円 2,070 円
2019春 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-186-9 2,850 円 2,565 円
2019年版　DD1種実戦問題 A4 判 256 頁 978-4-86594-185-2 2,850 円 2,565 円
2018秋 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-86594-154-3 2,300 円 2,070 円
2018秋 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-155-5 2,850 円 2,565 円
2018年版 DD1種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-124-1 2,850 円 2,565 円

精選問題
シリーズ

AI 3種 精選問題　 B5 判 176 頁 978-4-89797-699-0 2,200 円 1,980 円
AI 1・2種  精選問題 改訂版 B5 判 256 頁 978-4-89797-839-0 2,600 円 2,340 円

標　　準
テキスト
シリーズ

AI・DD総合種 標準テキスト 改訂版 B5 判 480 頁 978-4-86594-126-5 3,400 円 3,060 円
DD3種 標準テキスト 第5版 B5 判 304 頁 978-4-86594-080-0 2,400 円 2,160 円
DD1種 標準テキスト 第4版 B5 判 368 頁 978-4-86594-175-3 2,800 円 2,520 円
AI 3種 標準テキスト 改訂版 B5 判 296 頁 978-4-89797-838-3 2,400 円 2,160 円

科 目 別
テキスト
シリーズ

わかる AI・DD全資格 〔基礎〕 改訂版 B5 判 176 頁 978-4-89797-945-8 2,200 円 1,980 円
わかる AI・DD全資格 〔法規〕 第3版 B5 判 224 頁 978-4-89797-946-5 2,200 円 1,980 円
わかる AI 1・2種 〔技術・理論〕 改訂版 B5 判 216 頁 978-4-89797-822-2 2,500 円 2,250 円
わかる AI・DD総合種 〔技術・理論〕 第3版 B5 判 368 頁 978-4-89797-913-7 2,800 円 2,520 円

●工事担任者・試験対策書籍

協会推薦書籍の斡旋について
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2019年 IT業界主要イベントカレンダー

　2019 年に開催予定の IT 業界の主要イベントである大規模展示会、カンファレンスなどの開催スケジュールをご紹介
いたします。詳細は各展示会ホームページをご確認ください。

月 日 名　　称 会　　場 内　　容
3月 13日～15日 ジャパン・ドローン2019 幕張メッセ 本格的な民生用・商業用のドローン市場に特化したイベント

4月

3日～5日 第3回AI・人工知能　EXPO 東京ビッグサイト 日本最大、AIに特化した専門展、コンテンツEXPO東京同時
開催

10日～12日 Japan IT Week【春  前期】2019 東京ビッグサイト IoT／M2M展、組込みシステム開発技術展の2つの展示会

12日～13日 第45回ジャンボびっくり見本市
［大阪］ インテックス大阪 電設資材、照明、工具、電子・制御、空調・住宅設備等の展

示会

17日～19日 名古屋ものづくり　ワールド2019 ポートメッセなごや 製造業の「短期開発、生産性向上、品質向上、VA/VE、コ
ストダウン」に寄与することを目的に開催している7つの展示会

17日～19日 TECHNO-FRONTIER 2019 幕張メッセ 民生及び産業用機器・装置メーカーの開発設計・研究者、
生産技術者との情報交流の場

26日～27日 第45回ジャンボびっくり見本市［東
京］ 東京ビッグサイト 電設資材、照明、工具、電子・制御、空調・住宅設備等の展

示会

5月

8日～10日 Japan IT Week【春  後期】2019 東京ビッグサイト ITの専門展を11展同時開催

16日～18日 e -messe kanazawa 2019
第34回いしかわ情報システムフェア 石川県産業展示館 ICT関連機器、ソフトウェア、ソリューション等の展示会

22日～23日 名古屋デジタルイノベーション2019 吹上ホール CloudやSecurity、IoTやAI、働き方改革、ブロックチェーンな
どテクノロジーを中心としたテーマ展

22日～23日 自治体総合フェア2019（第23回） 東京ビッグサイト
ICT、災害対策・危機管理、健康・介護・福祉・子育て支援、ま
ちづくり・地域活性化、公共施設・オフィス環境、AI・RPA（業
務自動化）等

22日～23日 デジタルイノベーション2019［名古屋］ 吹上ホール
Cloud Days、、Security、ブロックチェーンWORLD、IoT 
Solution、働き方改革、ビジネスAI、Sales Tech Summit展示
同時開催

22日～24日 JECA FAIR 2019
～第67回電設工業展～ 東京ビッグサイト 電線・ケーブル、光ファイバー、配線器具、情報管理システム、

電気工事用OA・CAD等の展示会

29日～30日 コールセンター/CRMデモ＆コン
ファレンス2019 in大阪（第12回） マイドームおおさか システムプラットフォーム、音声認識、CRMアプリケーション、

Webマーケティングツール、IPテレフォニー等の展示会
29日～30日 イーコマースフェア 2019大阪 マイドームおおさか システム構築、ネットワークインフラ、セキュリティ等の展示会

29日～31日 ワイヤレスジャパン2019 東京ビッグサイト モバイル、ワイヤレス機器関連の総合展示会、ドローンソ
リューション＆技術展、ワイヤレス・テクノロジー・パーク展併催

30日～31日 デジタルイノベーション2019［関西］ グランフロント大阪
Cloud Days、、Security、ブロックチェーンWORLD、IoT 
Solution、働き方改革、ビジネスAI、Sales Tech Summit展
示同時開催

6月

5日～7日 スマートファクトリー japan 2019 東京ビッグサイト 生産管理・製造現場の先進化・効率化する総合展示会
6日～7日 防犯防災総合展 2019 インテックス大阪 西日本最大級、危機管理の総合展示会

6日～7日 第6回「震災対策技術展」大阪 グランフロント大阪 地震対策、津波対策、水害対策、土砂災害対策、落雷対策、突
風・竜巻対策、火山対策等の展示会

12日～14日 Interop Tokyo 2019 幕張メッセ ネットワークコンピューティングに特化したテクノロジーとビジネ
スの展示会

12日～14日 デジタルサイネージ　ジャパン 
2019 幕張メッセ 国内最大のデジタルスクリーンメディア産業の展示会

18日～19日 デジタルイノベーション2019［九州］ 福岡国際会議場
Cloud Days、、Security、ブロックチェーンWORLD、IoT 
Solution、働き方改革、ビジネスAI、Sales Tech Summit展示
同時開催

7月

9日～11日 中小企業テクノフェアin九州　
2019 西日本総合展示場 機械、金属加工、メカトロ、情報通信・電子機器等の展示会

9日～11日 日経×TECH EXPO 2019 東京ビッグサイト AI、IoT、エンタープライズICT、クラウド、セキュリティ、ビジネ
スAI、働き方改革等のビジネスと技術の10展同時開催

17日～19日 通信・放送Week　2019 東京ビッグサイト 光通信技術展、映像伝送EXPO、5G/IoT通信展、4K・8K
映像技術展

18日～19日 デジタルイノベーション2019［札幌］ 札幌コンベンションセ
ンター

Cloud Days、、Security、ブロックチェーンWORLD、IoT 
Solution、働き方改革、ビジネスAI、Sales Tech Summit展
示同時開催

9月 11日～13日 センサエキスポジャパン2019 東京ビッグサイト センサとその応用技術、機器、システム、ネットワーク等の展示
会

10月

2日～4日 関西ものづくり　ワールド2019 インテックス大阪
製造業の「短期開発、生産性向上、品質向上、VA/VE、コ
ストダウン」に寄与することを目的に開催している7つの展示
会

15日～18日 CEATEC JAPAN 2019 幕張メッセ デジタル家電機器関連、通信・ネットワークサービス・ソフトウェ
ア関連、電子部品・デバイス等の展示会

23日～25日 Japan IT Week 秋2019 幕張メッセ ITの専門展12展同時開催

12月 4日～6日 第29回ファインテック ジャパン 幕張メッセ 電子ディスプレイに関するあらゆる技術が一堂に出展する
専門展
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地方本部 　イベント報告

関　東

平成３１年賀詞交歓会

日程 平成 31 年 1 月10日（木曜日）　15：00 ～ 17：00 ■賀詞交歓会風景

会場 メルパルク東京　（東京都港区芝公園2-5-20）

■第 31 年賀詞交歓会模様
　平成 31 年の関東地方本部恒例の新年賀詞交歓会は、東
京都港区芝公園のメルパルク東京・瑞雲の間で賑やかに開催
しました。
　来賓に総務省関東総合通信局 情報通信部長 山下朝文
様、東日本電信電話株式会社 東京事業部 取締役 東京事業
部長 野池秀幸様や関連団体・関連企業、賛助会員の皆様方、
情報通信設備協会の坪内会長並びに大輪理事長をお迎えし
て、大勢の関東地方本部会員と役員ＯＢなど約 156 名が参加
して、益々の景気回復と会員企業の業績向上、協会の発展
を祈念し懇親を深めました。
　冒頭、今井関東地方本部長が新年のご挨拶を行い、次い
で来賓を代表して総務省関東総合通信局 情報通信部長 山
下朝文様、東日本電信電話株式会社 東京事業部 取締役 東
京事業部長 野池秀幸様、坪内協会会長にご挨拶いただいた
あと、大輪協会理事長の乾杯の音頭に合わせて会場は大きな
拍手に包まれ、華やかに賀詞交歓会がスタートしました。

懇親会次第
司会　　　　幹事　　　　　　　　　　石渡　秀明
本部長挨拶　本部長　　　　　　　　　今井　秀昭
来賓挨拶　　総務省関東総合通信局
　　　　　　情報通信部長　　　　　  山下　朝文　様
　　　　　　東日本電信電話株式会社　東京事業部
　　　　　　取締役　東京事業部長　　野池　秀幸　様
　　　　　　情報通信設備協会　会長　　坪内　和人　様
　　　　　　情報通信設備協会　理事長　大輪　堅一　様
中締め　　　副本部長　　　　　　　　松山　仁
　　　　　　　　
賀詞交歓会模様は、関東 HP【平成 29 年 2月発行イベント報告 No.12】にも掲載しています。http://kanto.itca.or.jp

今井本部長 総務省関東総合通信局
山下情報通信部長

北海道

平成３１年新年交歓会

日程 平成 31 年 2 月5日（火曜日）　18：00 ～ 20：00 ■新年好例会風景

会場 すみれホテル（札幌市中央区北1条西2丁目）

■第 31 年新年好例会模様
　平成 31 年の北海道地方本部の新年好例会は、札幌市中央
区のすみれホテルで賑やかに開催しました。
　好例会参加者は16 社 24 名の参加があり賛助会員の皆様方
の参加により会員企業の業績向上、協会の発展を祈念し懇親を
深めました。
　冒頭、渡辺北海道地方本部長が新年のご挨拶と乾杯の音頭
に合わせて、華やかに好例会がスタートしました。
　今年度は、イベントとして書道家の若山象風先生をお招きし、
先生が考えた今年の書「輝」を壇上で披露され、その後事前
に募った会員の「書」を抽選で7 名が先生の見事な創作書体
を手渡されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　その後抽選で手渡された7 名が今年の抱負を述べられ、好
例会は大いに盛り上がりました。　　　　　　　　　　　　　
　最後に池田副本部長より中締めがあり、和やかな雰囲気の中
で、散会の運びとなりました。

好例会次第
司会　　　　事務局長　　　　　　　　笹原　弘志
本部長挨拶　本部長　　　　　　　　　渡辺　敏郎
演題　　　　創作書画　　　　　   　　若山　象風　様
今年の抱負　会員より7 名が発表
中締め　　　副本部長　　　　　　　　池田　昌和
　

東日本電信電話
野池東京事業部長

坪内会長

大輪理事長 懇親会模様
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関　西

65周年記念　平成31年 年賀交歓会

日程 平成 31 年 1 月11日（金曜日）　17：00 ～ 19：00 ■懇親会風景

会場 中央電気倶楽部　（大阪市北区堂島浜2-1-25）

■ 65 周年記念　平成 31 年　年賀交歓会
　65 周年記念の関西地方本部の平成 31 年年賀交歓会は、
大阪市北区堂島浜の中央電気倶楽部で賑やかに開催しました。
　自由民主党衆議院議員　左藤章様、自由民主党衆議院議
員　中山泰秀様、西日本電信電話㈱取締役関西事業本部長
大阪支店長　岸本照之様や関連企業、協業企業、教育機
関の皆様方、情報通信設備協会本部の坪内会長を来賓にお
迎えし、所要でご欠席の総務省近畿総合通信局情報通信部
長の小野田昭彦様と本部の大輪堅一理事長から祝電をいた
だきました。関西地方本部会員と役員など 100 名が参加して、
協会の益々の充実に取り組んで、これまで以上に魅力ある会つ
くりを進め、業界及び協会の発展を祈念し懇親を深めました。
　冒頭、栩谷関西地方本部長が新年の挨拶、65 周年の歩み
と感謝、今後の決意を述べ、次いで来賓の衆議院議員　左
藤様、衆議院議員　中山様、NTT　岸本様、協会会長　
坪内様に業界・技術動向、今年の干支にちなんだご挨拶をい
ただいた後、江見事務局長からご来賓全員の紹介があり、岩
崎通信機㈱西日本支店支店長　加藤祐司様の乾杯の音頭に
合わせて会場は大きな拍手に包まれ、華やかに 65 周年祝賀、
年賀交歓会がスタートしました。

懇親会次第
司会　　　　副本部長　　　　　　　　岸村　智志
本部長挨拶　本部長　　　　　　　　　栩谷　晴雄
来賓挨拶　　協会本部顧問　衆議院議員　左藤　　章　様
　　　　　　衆議院議員　　　　　   　中山　泰秀　様
　　　　　　西日本電信電話㈱取締役　岸本　照之　様
　　　　　　情報通信設備協会　会長　坪内　和人　様
乾杯　　　　岩崎通信機㈱　　　　
　　　　　　西日本支店支店長　　　　加藤　祐司　様
中締め　　　副本部長　　　　　　　　松本　正幸

　

東　海

２０１９年　新年名刺交換会

日程 平成 31 年 1 月15日（火曜日）　16：00 ～ 17：30 ■名刺交換会風景

会場 ローズコートホテル　（名古屋市中区大須4-9-60）

■２０１９年新年名刺交換会模様
　東海地方本部恒例の２０１９年新年名刺交換会は、名古屋
市中区大須のローズコートホテル・アプローズの間で華やかに
開催いたしました。
　総務省　東海総合通信局　情報通信部長　松澤一砂様、
西日本電信電話株式会社　名古屋支店　ビジネス営業本部
　第二ビジネス営業部長　森岡栄太郎様、賛助会員の皆様
など６２名の参加で、更なる景気回復と会員企業の業績向上、
協会の発展を祈念し懇親を深めました。
　冒頭、井上東海地方本部長が新年のご挨拶を行い、次い
で来賓を代表して総務省東海総合通信局　情報通信部長の
松澤一砂様にご挨拶をいただき、西日本電信電話株式会社名
古屋支店ビジネス営業本部第二ビジネス営業部長の森岡栄太
郎様の乾杯の音頭に合わせて会場は盛大な拍手に包まれ、晴
れやかに名刺交換会はスタートしました。

次第
司会　　　　幹事　　　　　　　　　　藤原　孝弘
本部長挨拶　東海地方本部長　　　　　井上　新一　
来賓挨拶　　総務省　東海総合通信局
　　　　　　　情報通信部長　　　　　松澤　一砂　様
乾杯　　　　西日本電信電話㈱　名古屋支店　　　　
　　　　　　　ビジネス営業本部　第二ビジネス営業部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　森岡栄太郎　様
中締め　　　東海地方本部幹事　　　　宇式　寛記
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四　国

平成３１年賀詞交歓会

日程 平成 31 年 1 月18日（金曜日）　18：00 ～ 20：00

会場 助格三番町店（松山市三番町2-5-4）

■第 31 年賀詞交歓会模様
　平成 31 年の四国地方本部愛媛支部恒例の新年賀詞交歓
会は、松山市三番町の「助格三番町店」で賑やかに開催し
ました。
　冒頭、渡邊愛媛支部長が新年のご挨拶並びに当協会の最
近の動向等説明された後、乾杯の音頭に合わせてスタートしま
した。
　愛媛支部会員 14 名が参加し、益々の景気回復と会員企業
の業績向上、協会の発展を祈念するとともに、会員相互の懇
親を深めることができました。

東　北

新春セミナー・賀詞交歓会

日程 平成 31 年 1 月21日（月）　14：00 ～ 19：00

会場 ハーネル仙台（仙台市青葉区本町２丁目１２－７）

■新春セミナー
　サンテレホン㈱様のご協力のもと㈱ベアリッジ社様と岩崎通信
機㈱様の製品の説明を下記の内容にて開催致しました。　　
参加者は１１社１８名でした。
　セミナーの後に竹内本部長より東北地方本部の収支改善のご
報告を行いました。機関誌『ＩＴＣＡ１月号』の記載内容の説明
と経過及び３１年度の予算編成の説明を行いました。

　（1）無線ＬＡＮ環境のいらない無線インカム 
　　　　㈱ベアリッジ社
　（2）Ferspec「新しい働き方を叶える４つの自由」
　　　　岩崎通信機㈱
　（3）東北地方本部の収支改善のご報告
　　　　竹内本部長

■賀詞交歓会
　セミナー終了後、賀詞交歓会を開催致しました。１４社　１７
名の参加で盛況に開催致しました。　　　　　　　　　　　
　本部長より御挨拶をいただきました。挨拶の中で東北地方本
部の今後の方針を示され、会員のご協力をお願い致しました。
懇親会では東北地方本部の事業に関しての討議が行われ、参
加者を募り会員間の交流を高める努力等の話に盛り上がりまし
た。中締めは北信テレネックス㈱東北出張所　沖津所長様から
いただき、和やかな開催となりました。

九　州

平成３１年賀詞交歓会

日程 平成 31 年 1 月18日（金曜日）　18：00 ～ 20：00

■懇親会模様

会場 八百治博多ホテル（福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2）

■平成３０年新年賀詞交歓会模様
　平成３１年の九州地方本部の新年賀詞交歓会を福岡県福
岡市博多区の八百治博多ホテルで開催しました。
　冒頭、阿部本部長が新年の挨拶を行い、次いで会員であ
る株式会社 創電の宮田部長の乾杯の音頭で始まり、年に一
度の旧交の場で懇親を深めました。１３社１４名の参加でした。

新春セミナー模様

懇親会模様

懇親会模様

懇親会 模様

懇親会 模様阿部本部長 年頭挨拶
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北海道

平成 31 年ヤマハセミナー報告
日程 平成 31 年 2 月8日（金曜日）　10：00 ～ 17：00

会場 HOYO札幌ビジネスラウンジ　（札幌市中央区北4条西2丁
目）

■ヤマハセミナー
　ヤマハ株式会社と情報通信設備協会のコラボにより、北海道札幌市で「ヤ
マハセミナー」が開催された。
　当日は4 社 5 名の方が参加された。
　このセミナーはITCA 本部研修の「中級ネットワーク研修」修了者で「ネット
ワークプランナー・マスター」の資格取得者が対象だった。　
　セミナーは、10 時より開催されヤマハ株式会社　小杉　貴也様、SCSK 山
本　徹様の挨拶があり、受講は17 時に終了し、参加会員はヤマハの製品（ルー
ター・スイッチ・無線 AP）を検証機材として後日、無償提供されることとなった。

東海

業務委員会主催　見学会報告
日程 平成 31 年 2 月5日（火） 時間 13：30 ～ 15：30会場 国土交通省　中部地方整備局　熱田共同溝

■東海地方本部　業務委員会主催　見学会の開催
　業務委員会では平成３０年度からの新たな取組として各種見学会を開催する
事となり、委員会メンバーによる検討により本年度は共同溝の見学を実施しました。
　国土交通省中部地方整備局と調整し、次のスケジュールにて共同溝の見学
を行いました。
　●名古屋国道事務所において共同溝の概要説明
　●愛知共同溝の熱田共同溝入坑口へ移動
　●共同溝内部を約２ｋｍ程度見学
　熱田共同溝は愛知共同溝の一部で建設時期が早く若干の老朽化がありまし
たが、適切に整備されており、電気、ガス、水道、通信設備が、区画された
位置に設置されており、名古屋のインフラとして充分機能していると感じられまし
た。また途中、地下鉄と交差する部分があり、あとから建設された共同溝が地
下鉄下部をくぐる形で設置されていました。
　募集定員が１０名程度との制約があり、参加者は８社１０名と事務局の１１名
でした。
　業務委員会では次年度も会員企業が興味を抱き、事業の拡大に貢献できる
ような見学会を実施していきたいと考えています。

■見学会風景

関西

ＩＰ系ネットワーク基礎研修　報告
日程 平成 30 年 12 月11日（火）12日（水） 時間 9：30 ～ 16：30
会場 大阪府立東大阪高等職業技術専門校 場所 578-0984　大阪府東大阪市菱江 6-9-10

　「IP 系ネットワーク基礎研修」を開催し、会員企業様 2 社から5 名にご参加
いただきました。この研修は、ネットワークの仕組みとIPアドレス（V4）につい
て理解し、ルーターの基本的な設定項目とその意味について理解するものです。
パソコンの操作が出来、インターネットを日常的に使用されている方やネットワーク
について学習したい初心者を対象としました。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　講師は、『経済産業大臣認定：情報処理安全確保支援士』で、昨年度工
事担任者試験対策講習をご担当いただきました川﨑昌裕先生で、二日間しっか
りとご指導していただきました。　

関西

ネットワークセキュリティ基礎研修　報告
日程 平成 31 年 1 月22日（火）23日（水） 時間 9：30 ～ 16：30
会場 大阪府立東大阪高等職業技術専門校 場所 578-0984　大阪府東大阪市菱江 6-9-10

　「ネットワークセキュリティ基礎研修」を開催し、会員企業様 1 社から4 名に
ご参加いただきました。この研修は、セキュリティについての基礎知識と情報漏
えいの一例を体験して、情報漏えいについて実感し、知識と理解を深めていた
だきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　講師は、『経済産業大臣認定：情報処理安全確保支援士』で、昨年度工
事担任者試験対策講習をご担当いただきました川﨑昌裕先生で、二日間しっか
りとご指導していただきました。　

地方本部 　イベント報告
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地方本部　INFORMATION

関西

新入社員研修会
日程 平成 31 年 4 月2日（火） ～ 4日（木）　　3日間 定員 30 名
時間 9:00 ～ 17:00 受講料 （会員）32,400 円　　（非会員）48,600 円　税込

会場 大阪市北区堂島浜 2-1-25　
中央電気倶楽部　215 号室

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

情報通信業界の一員として、電気通信に関わる資
格課程の基礎勉強及び特別講師による講演を行い
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 新入社員

関西

職長・安全衛生責任者教育研修

日程 平成 31 年 5 月16日（木）17日（金） 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）13,716 円　　（非会員）20,574 円　税込

会場 大阪市天王寺区上汐 4-4-1  　　　　　　　　　
（大阪府立夕陽丘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

作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法
から始め、指導・教育・監督について学び、危険・
有害に対する措置・創意工夫や統括安全衛生まで
学ぶ。

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 労働安全衛生法第 60 条で定める建設業の職長・安全衛生責任者教育を行い、労働災害を防止する人。

関西

職場リーダー養成セミナー

日程 平成 31 年 5 月30日（木）31日（金） 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

新会員（平成31年1月1日～平成31年2月28日）

■通常会員

◎　会社名　　株式会社大電テクニカ
　　　　　　　（平成31年1月6日入会）
　　所在地　　千葉県香取市　
　　代表者　　藤﨑　哲也　　
　　TEL　　　0478-54-5781
　　事業内容　 電気通信工事、電気工事の設計・施工

一般社団法人情報通信設備協会「賠償責任保険制度」新規加入会社を募集

「賠償責任保険制度」は工事に起因して発生した事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害を補償する保険です。ご案内はホームページに掲載しています。
保険期間は、2019年4月20日午後4時～2020年4月20日午後4時の1年間です。
お申込みは「お見積もり依頼書」を2019年4月12日までに下記へFAXをお願いします。

一般社団法人情報通信設備協会 関東地方本部
TEL:03-5244-9700  FAX:03-5244-9711
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平成３０年度「情報通信エンジニア優良団体表彰」を会員
企業４社が受賞

電気通信事業法第 71 条は、「利用者は、端末設備
又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任
者資格者証の交付を受けている者に、当該工事担任
者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、
又は実地に監督させなければならない」と規定して
います。
　つまり、この工事担任者は、ユーザーの端末設備・
自営電気通信設備の設置工事を行う際に必須の国家
資格であり、その資格保有者は、全国のありとあら
ゆる場所で様々な電気通信設備の工事に携わってい
ます。

ICT 関連の技術が日進月歩であることは言うま
でもなく、ネットワークの基盤が公衆電話網からブ
ロードバンド・IP へと移行する中で、電気通信工事
に関わる技術も急速に変化し続けています。

また、工事担任者のあり方を定めた工事担任者規
則は、その第 38 条第 2 項において「資格者証の交
付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及
び技術の向上を図るように努めなければならない」
と定めています。
　

そこで工事担任者規則が求める工事担任者のス
キル向上を目指して組織された「工事担任者スキル
アップガイドライン委員会」（委員長：神奈川工科
大学学長　小宮一三氏）によって策定され、日本デー
タ通信協会が事務局を務めるのが認定資格「情報通
信エンジニア」です。
　「情報通信エンジニア」は、その資格を有する工
事担任者が法令の求める努力義務に即して最新の知
識・技術を習得していることを証明し、工事を任せ
る顧客に対し大きな信頼と安心感を提供するために、
毎年の「更新研修」受講による資格更新を努力義務
付けています。
　日本データ通信協会では、制度の普及促進を図る

目的で、情報通信エンジニアの育成と資格取得を支
援している団体を「情報通信エンジニア優良団体」
として毎年表彰しています。平成 30 年度も、5 つの
企業と 3 つの高等学校が表彰されました。

■「企業の部」受賞企業（官公庁除く）
順位 法人名 資格者数

1 扶桑電通 株式会社
（本社：東京） 60

2 株式会社 TOSYS
（本社：長野） 36

3 株式会社 ベータテック
（本社：名古屋） 27

4 大和電設工業 株式会社
（本社：京都） 25

5 大和電建 株式会社
（本社：福井） 21

＊情報通信エンジニアの有効期限は１年間なので、
団体の資格者数は毎年変動します。
　現在の資格者は１年以内に更新研修を修了した方
です。＜平成30年 9月 30日集計＞

■情報通信エンジニア優良団体表彰を受賞

 

一般財団法人日本データ通信協会の工事担任者スキルアップガイドライン委員会は、｢情報通信エンジニア資
格の取得に積極的に取り組んでいる団体を表彰し、その結果をＰＲすることにより、情報通信エンジニア資格
の認知度及び社会的地位の向上を図ること｣ を目的として、平成21年度より優良団体を表彰しています。平成
30年度の「情報通信エンジニア優良団体表彰」は情報通信設備協会会員企業から４社が受賞いたしました。

（左から）扶桑電通㈱ 人材育成推進室の今野修室長、サポートサー
ビス本部の上地浩夫エンジニアリング統括部長代理、石川守雄エン
ジニアリング統括部長
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■「情報通信エンジニア」の資格を取得すれば！

１．最新の技術・知識を習得している工事担任者で
あることをお客様にも証明できます。

２．毎年開催される工事担任者スキルアップガイド
ライン（contents/guideline/index.html）委員会で
審議・精選された最新技術等をまとめたテキスト

（contents/txt.html）により、最新の技術・知識を
体系的に習得できます。

３．「ICT セミナー」により、最新技術動向等を無
料で受講できます。

４．業務で多忙な方も、自宅で情報通信分野の最新
動向や新技術の研修ができます。

　・「ICT セミナー」の概要を掲載した協会機関誌
を Web で閲覧できます。

　・最新技術動向等に関するセミナーの案内や新技
術情報等が定期的にメール配信されます。

５．（一社）情報通信設備協会「LAN 認定制度」は、
その認定条件として「情報通信エンジニア＜ビジ
ネス＞」資格を有する社員が在籍していると定め
られています。

（左から）㈱ TOSYS NTT事業推進部品質工法部の池田浩士担当
部長 、小川亮夫社長、NTT事業推進本部品質工法部の岩野道隆部
長

（左から）大和電設工業㈱ 坂上慶一専務取締役、栩谷晴雄社長、渡
辺卓也執行役員

（出典：出典：一般財団法人日本データ通信協会 HP　
https://www.dekyo.or.jp/engineer/ ）
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LAN

238  3 45 1 13 1 44 -7 7 7 11 11 77 77

11 - 4 - 1  - 3 - - 5 5

64 -3 9 1 3 - 3 2 1 1 8 8 22 22

18 - 5 - 1 - 1 1 1 1 5 5 7 7

66 1 15 - 10 1 2 2 9 9 17 17

56 -2 9 - 4 - 2 2 7 7 10 10

52 - 3 - 1 1 5 5 1 1 4 4 16 16

29 - 5 1 2 - 2 - 2 2 3 3 9 9

34 3 4 1 1 - 2 2 - 5 5

29 2 8 1 1 - 3 - 1 1 4 4 11 11

597 4 107  5 22 2 76  2 19 19 51  51 179 179

15 -1

612   3 107  5 22 2 76  2 19 19 51  51 179  179

2019 2 28

LAN LAN
HP LAN

NTT
H29 12

H29.4

SCSK

H30.6

29

ITCA事業施策状況一覧
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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）	  

LAYCOM Layer & Computer

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

＆



５Ｇをえがく ドコモソリューション

東証
上場

〒 東京都港区浜松町
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サイボウズ／協立情報通信

階ドコモショップ八丁堀店 階

協立情報通信株式会社

階 情報創造コミュニティー
階 ドコモショップ八丁堀店
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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 〒985-0823
 

宮城郡七ヶ浜町遠山5-6-15 東日本通信機器㈱内 TEL 022-385-5112 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

先日、「味覚情報通信」についての
記事を読みましたが、未来の食卓が電
気技術で変わりそうです。1つ目は、舌
への電気刺激を味として錯覚させるこ
とで、そのまま食べると味気ない食材
が特殊なフォークで食べると塩味を感
じる「電気味覚フォーク」です。二つ目
は、顎に陰極、首の後ろに陽極をつけ
て電気をかけると味が薄くなり、電気の
オン・オフを繰り返すと味が1.3倍強まっ
て感じる器具です。味の基本となる塩
味・酸味・甘味・苦味・うま味の5つの味
覚を感じる細胞の中で、塩味や酸味は
再現しやすいことから、実用化すれば
食事療法の補助器具となりそうです。
個人的には、甘味が強く感じるようなス
プーンが開発されてダイエットが楽にで
きれば嬉しいです。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　栩谷　晴雄
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有楽町線
新富町駅
有楽町線
新富町駅

築地

HKビルHKビル
り
通
橋
大
新

中央小学校北

佃大橋西

セブンイレブンセブンイレブン ローソンローソン

銀座 中央小学校中央小学校

出口出口7

出口出口6

出口出口A2

ローソンローソン

出口出口5

八丁堀駅八丁堀駅

線
谷
比
日

線
谷
比
日

線
谷
比
日

京葉線京葉線

東京メトロ 有楽町線　新富町駅徒歩５分
東京メトロ 日比谷線　八丁堀駅徒歩５分
JR京葉線　八丁堀駅徒歩５分




