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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

日本電気株式会社
デジタルネットワーク事業部　主席事業主幹　市竹　史教

働き方改革と新しいコミュニケーションプラットフォームの
展開について

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝の事
とお喜び申し上げます。

また、平素より多大なるお力添えをいただき、誠
にありがとうございます。

2019 年のラグビーワールドカップ、2020 年の東
京オリンピック／パラリンピックを直前に控え、日
本国内は活況を呈してまいりました。弊社としても
両イベントのシステムに携わり、ネットワーク領域
や顔認証などのセキュリティー領域を中心に様々な
新技術の活用を進めております。

また、東京オリンピック／パラリンピックの開
催においては、東京都内の交通網の混雑緩和に向け、
従業員のテレワークを推奨するなど、働き方改革の
更なる推進にも取り組んで参ります。

一方、働き方改革については、2019 年 4 月から
働き方改革法が施行されたことにより、大企業のみ
ならず、中堅中小企業も含め、取り組みが一層加速
して参りました。会員の各企業様におかれましても、
それぞれの働き方改革に取り組まれていることと思
います。

昨今、企業や自治体などにおいては、働き方改
革により、多様化する働く場所・シチュエーション
への柔軟な対応や、より一層の業務効率化が求めら
れています。このため、既存のシステムを現場や外
出先など、様々なシーンでも的確な手段で利用した
い、というニーズが高まっています。また、緊急時
の連絡や即時対応においては、より確実に伝えるこ
とでコミュニケーションロスを低減することも必要
となっています。

テレワークや業務の効率化による働き方改革を進
める上で、電話をはじめとしたコミュケーション手
段の改革は非常に重要なファクターとなってきてお
ります。

そのようなニーズに応えるべく弊社では、5 月に
新しいコミュニケーションプラットフォームを発表
させていただきました。企業や自治体の様々なシス

テムやクラウドサービスなどと音声で連携できるコ
ミュニケーションプラットフォーム「UNIVERGE 
Integration Platform」（以下、UIP）と、連携が可能
なコミュニケーションサーバの新製品「UNIVERGE 
SV9000CT シリーズ」です。今回の新製品は、既存
のシステムと「音声」で連携することで、これらの
ニーズに対応するものです。

本プラットフォームを活用したソリューションメ
ニューの第一弾として、①一斉通知機能、および②
音声自動応答機能の 2 つの提供を開始しました。一
斉通知機能では、災害時の一斉通知やシステムのア
ラート情報など、従来利用者にメールや SNS で行
われていた通知・通報を、音声サーバとの連携によ
り電話でも実現します。これにより、さらに確実性
が高く、緊急度に応じた適切な手段によるコミュニ
ケーションが可能となります。

また、音声自動応答機能では、スケジュール管理
サーバと連携することで、利用者個人の予定や会社
の会議室などを、PC やスマートフォンのアプリケー
ションからだけでなく、電話から音声で速やかに確
認できるようになります。これらにより、例えば会
議へ移動しながら場所を確認したり、端末で別作業
をしながら予定をチェックするなど、音声で聞きな
がらより効率的な業務が可能となります。

このようなソリューションを、UIP を利用するこ
とにより継続的につくり出していくことで、お客様
の様々な経営課題を解決していけると考えています。
従来の音声システムの活用と新しいコミュニケー
ション手段の連携により、新たなビジネスシーンを
創造し、働き方改革の一助を担っていく所存です。

会員の皆様方との共創をおこない、新たな価値提
供を「“ コト ” ソリューション」としてお客様に届
けていければ幸いです。

会員各社様の益々のご発展をお祈り申し上げると
ともに、より一層のご指導ご鞭撻の程よろしくお願
い申し上げます。
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地方本部だより

信越地方本部は、その範囲が長野県および新潟県
の二県と、一番小規模な地方本部で、現在 11 会員と
会員数も少なく、行事も地方本部総会や地域のイベ
ントの参加等に限られております。ただ、各会員の
顔が見え、情報交換も行う機会も多いという小規模
であるメリットもあるかと考えております。

本年は 5 月 28 日に、新潟市内にて地方本部総会を
開催いたしました。毎年、総会議事終了後には講師
をお招きし、総会参加者および各会員会社の聴講希
望者を対象とした勉強会を行っております。今回の
参加者は 26 名でした。従来は通信事業者やメーカー
等をお招きする機会が多かったのですが、今回は新
潟県警察本部の方をお招きしてお話しいただきまし
たので内容をご紹介いたします。

昨今特殊詐欺、いわゆるオレオレ詐欺や架空請求
等の犯罪は減少傾向にある中、高齢者が被害者にな
る場合は高い水準のままとなっています。平成 30 年
に起きた新潟県内での被害のうち、オレオレ詐欺 37
件のすべてが、65 歳以上の高齢者が被害者でありま
した。

そこで新潟県警では、特殊詐欺撲滅のため、チラ
シの作成、インパクトのある広報の推進、全国初の

「防犯機能付き電話買おうぜ大使」の任命、初任給で
「防犯機能付き電話買おうぜ」キャンペーンの実施等
を行っているという情報をお聞きしました。

当協会は、もともと電話機をはじめとした情報通
信設備工事業者の集まりなのですが、信越地方本部
には、家庭用の電話機を主体に扱っている会員は少
ないため、このような活動を行っていること自体わ
かっておらず、新潟県警の方からお話を伺い、意見
交換、情報交換ができれば、ということで今回の勉
強会となりました。

勉強会の講師には、新潟県警察本部生活安全部生
活安全企画課の関口陽子課長補佐にお願いいたしま
した。内容は下記の通りです。

１．特殊詐欺とは
特殊詐欺とは、不特定の人に対して、対面するこ

となく、電話、FAX、メールなどを遣ってだまし、
指定した預貯金口座への振込み、宅配便などでの送
金、自宅まで現金を受け取りに来るなどの方法によ

り現金等をだまし取る手口の詐欺をいう。
振り込め詐欺には、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、

還付金等詐欺　等があり、それ以外の詐欺には、金
融商品取引名目の詐欺、ギャンブル必勝情報提供名
目の詐欺、異性との交際あっせん名目の詐欺　等が
ある。

２．特殊詐欺認知状況
平成 30 年に新潟県内で発生した特殊詐欺の全件数

147 件のうち、犯人が最初に被害者に接触する手段は、
メールが 62 件、固定電話が 51 件、携帯電話、郵便
が各々 14 件等となっている。

３．被害防止の具体策
1） ファストフード店、地場食品スーパーおよび家

庭用電話機メーカーと協業し、チラシを作成
2） 防犯機能付き電話買おうぜ大使任命式を家電量

販店で行う、新潟市仏教会、新潟県浴場組合、
にいがた銭湯大使、新潟県生活衛生同業組合連
合会（飲食業や理容美容、旅館ホテル、クリー
ニング、公衆浴場等の同業組合の連合会）への
要請等、インパクトのある広報

3） 電子マネーカード購入での架空請求について、
メールやはがき、封書等の注意喚起

4） 全国初「防犯機能付き電話買おうぜ大使」任命（現
在 4 代目 中日ドラゴンズ笠原祥太郎投手 新潟
市出身）

5） 第 60 回新潟広告賞ラジオ部門「奨励賞」初受
賞

6） 自動車販売店での防犯機能付き電話プレゼント
キャンペーン（にいがた軽まつり）

7） 全国初「初任給で防犯機能付き電話買おうぜ」
キャンペーン（県内外企業に対し新入社員に対
する告知や啓発活動を行う）

8）ひかるくん・ひかりちゃん安心メールの配信

４．被害防止に向けて
高齢者の場合は電子メールの利用が少なく、家庭

にある固定電話の利用が多いため、高齢者の被害を
減らすため、家庭の電話機の迷惑電話防止機能を使
用し、犯人からの電話による最初の接触を防ぎ、被

特殊犯罪防止対策における迷惑電話防止機能付き
電話機取り付けの課題

一般社団法人情報通信設備協会　信越地方本部
事務局長　河内　康志
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害を未然に防ぐことが重要となっている。

　この講演の後、被害防止に向け、犯人からの電話
による最初の接触を防ぐために必要となる防犯機能
付き電話機の取り付けに絞り、電話工事業者である
会員から見た場合、どのような問題点があるかを意
見交換しました。主な課題としてあがったのは以下
の通りです。

1） ナンバーディスプレイ申し込み必要の周知と毎
月の費用が掛かる旨の説明

2） 家庭用電話機取り付け時に細かい設定をどこま
で行うか明確化する必要

3） 標準的な取り付け費用が不明確で個別見積りに
なってしまうという課題

4）そもそもどこに依頼すべきかよくわからない
5） 現在利用している電話機を取り換えたくない場

合の解決策が示しにくい
講師の意見としては、わざわざ業者に依頼しなく

ても、買ってきた人が自分でできると考えていると
のことでしたが、会場からの意見としては、電話機
本体は 5 千円程度で購入できるにもかかわらず、設
定費用はそれよりも高額になると考えられるので、
きめ細かい設定を確実に行うことは困難ではないか、
という意見が出されました。

また、番号表示（ナンバーディスプレイ）機能は、
携帯電話では標準で表示機能を持っているため、固
定電話でも追加料金を支払うということは納得され
にくいのではないか、本気で犯罪防止を進めるには、
総務省や NTT 等の通信事業者と一体となった取り

組みを進める必要があるのではないか、というよう
な意見も出されました。

進行の不手際もあり、特殊犯罪防止のため、迷惑
電話防止機能付き電話機の更なる普及について、今
後どのように進めていくべきか、という意見を集約
することまではできませんでしたが、今後も新潟県
警察等との情報交換を進め、協会として何ができる
のか、あるいは会員会社として何ができるのかを考
えていく良い機会になったと考えております。また、
勉強会終了後には、懇親会を開催し、24 名の参加で
盛り上がりました。

小さな地方本部ではありますが、会員や地方本部
幹事の負担軽減や、専任者不在でも事務局運営がで
きるしくみの構築等、地方本部間で情報交換を進め
ながら活動させていただきたいと思いますので、引
き続きよろしくお願いいたします。

勉強会模様 懇親会模様

総会模様 特殊詐欺撲滅のチラシ

新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課　課長補佐　関口講師
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業界ニュース　4月 

　㈱バッファローは、本体約 19 ｇの世界最軽量 11ac/n/g/b 対応トラベルルーター「WMR-433W2 シリーズ」5 色を 2019 年 5
月中旬より販売開始した。本商品は、高速 Wi-Fi 規格「11ac」対応のトラベルルーターである。本商品でホテルの有線 LAN
を無線化することで自分専用の Wi-Fi 環境を構築でき、スマートフォン・タブレットなど有線 LAN ケーブルを直結できない
機器でホテルのインターネット回線を利用できる。2.4GHz 帯と 5GHz 帯が使用でき、5GH ｚ帯では最大 433Mps（理論値）の
11ac（1 × 1）に対応しており、外出先でも快適に動画コンテンツ等が快適に楽しめる。本体重量はわずか約 19 ｇで一般的な
単三アルカリ乾電池 1 本分より軽量。名刺より小さくコンパクトな筐体は、かばんの中やポケットに入れても気にせず持ち運
べるサイズで出張や旅行に便利である。USB 充電器やモバイルバッテリー、パソコンの USB ポートなどを電源に動作するため、
最小限の荷物で持ち出しできる。価格（税別）：3,300 円　お問い合わせ先：㈱バッファロー　お客様サポート　https://www.
buffalo.jp/support/

（URL: https://www.buffalo.jp/press/detail/20190417-01.html ）

バッファローがホテルの Wi-Fiをセキュアに中継する「Wireless WAN」に対応する
トラベルルーターを発売

　IDC Japan ㈱は、国内タブレット市場の 2018 年通年および 2018 年第 4 四半期（10 ～ 12 月）の出荷台数実績値を
発表した。これによると 2018 年通年のタブレット端末の出荷台数は、前年比 11.5％減の 757 万台となり、また 2018
年第 4 四半期の同出荷台数は、前年同期比 2.9％減の 185 万台となった。これをセグメント別に見ると、2018 年通年
での家庭市場向けタブレットは前年比 17.9％減の 569 万台、ビジネス市場向けタブレットは 16.2％増の 188 万台となっ
た。また、2018 年第 4 四半期での家庭市場向け出荷は前年同期比 13.2％減の 133 万台、ビジネス市場向けは同 39.1％
増の 52 万台となった。家庭市場向けタブレットは、通信事業者でのスマートフォンとタブレットを抱き合わせた契
約がある程度一巡したことや、通信事業者でのタブレット在庫問題などから出荷台数を落とし、回線付モデルの出荷
台数は前年比 34.6％減となった。ビジネス市場向けタブレットは、従来からの Windows を中心とした金融関連企業
でのタブレットの買い替えや導入および学校向け出荷、既に企業に多く導入されている iPad の買い替え需要によっ
て 16.2％増と堅調な成長となった。国内タブレット市場出荷台数の上位 5 社は、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、エイスースとなった。

（URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ44925619 ）

IDCJapanが国内パブリッククラウドサービス市場予測を発表

　㈱ NTT ドコモは、IoT 機器を低消費電力かつ広域で運用可能かつ広域で運用可能な LPWA（Low Power Wide Area）
利用に適したLTEモジュール向けの新たな料金プラン「LPWAプラン」を2019年4月25日より提供開始した。本プランは、
150 円から始まる「LPWA プラン SS」（無料通信分 200KB）と、200 円から始まる「LPWA プラン S」（無料通信分 1,000KB）
の 2 プランである。本プランは少量のデータ通信に適しており、機器の異常検知などの IoT ソリューションや、FOMA
モジュールから LTE モジュールへの移行などに活用することができる。さらに、「LPWA プラン」に含まれる無料通信
分は、共有グループ内で分けあうことが可能なため、異常検知などにより、ご契約いただいている回線の一部で大量の
通信が発生した場合でも、無料通信分を効率的に利用できる。お問い合わせ先：全国のドコモ法人営業部門　ドコモ・コー
ポレートインフォメーションセンター　TEL:0120-808-539

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2019/04/09_00.html ）

NTTドコモが新たな IoT機器向け料金プランと通信方式「NB-IoT」を提供開始

　NTT コミュニケーションズ㈱は、統合型情報共有クラウドサービス「Office 365」の追加メニューとして「Office 365」のデー
タバックアップサービス「クラウドバックアップ」を 2019 年 4 月 18 日より提供開始した。特長は、「Office 365」を丸ごとバッ
クアップし、さまざまなケースに対応：「Exchange Online」のメールデータや予定表、連絡先情報だけでなく、「Office 365」
の主要サービスであるストレージサービス「SharePoint Online」および「OneDrive for Business」、統合コミュニケーションツー
ル「Microsoft Teams」に保存しているファイルをすべてバックアップすることができる。重要なデータを契約期間内は無期限・
容量無制限で保管することができ、アーカイブとしての利用はもちろん、退職によるアカウント削除で消えてしまったデータ
の復元や、マルウェア感染やその他予期せぬ原因で消失したファイルの復元など、「Office 365」のみでは対処が難しかったさ
まざまなケースで活用できる。お問い合わせ先：NTT コミュニケーションズ㈱　営業担当者

（URL: https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2019/0418.html ）

NTTコミュニケーションズが「Office365」の丸ごとバックアップと移行サポートをパッケージした
「クラウドバックアップ」の提供開始
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　ソフトバンク㈱は、HAPS モバイル㈱を通して、HAPS（High Altitude Platform Station）事業を展開する。
　上空から通信ネットワークを提供するシステム「HAPS」の構築とグローバルでの事業展開を目指して、地上約 20
キロメートルの成層圏で飛行させる成層圏通信プラットフォーム向け無人航空機「HAWK30（ホーク 30）」を開発した。
HAPS とは、成層圏に飛行させた航空機などの無人機体を通信基地局のように運用し、広域のエリアに通信サービスを
提供できるシステムの総称である。ソフトバンクは、HAPS を活用することで、山岳部や離島、発展途上国など、通信
ネットワークが整っていない場所や地域に、安定したインターネット接続環境を構築す
ることができる。また、現状の通信ネットワークと効率的に相互連携させることで、上
空からと地上からの広域にわたるネットワークカバレッジが実現し、ドローンなどの活
用につながるほか、IoT や 5G の普及にも役立てることができる。さらに、地上の状況
の影響を受けることなく安定した通信ネットワークを提供できるため、大規模な自然災
害時における救助や復旧活動への貢献も期待できる。

（URL: https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2019/20190425_02/ ）

ソフトバンクが成層圏から通信ネットワークを提供する航空機を開発

HAWK30

　ソニー㈱は、教育施設や企業の会議室、美術館、娯楽施設などでの使用に適した 3LCD レーザー光源プロジェクター
「VPL-FHZ75」（6,500 ルーメン）と「VPL-FHZ70」（5,500 ルーメン）を 2019 年 6 月 20 日に販売開始した。両機種は、
新開発で高輝度対応の 0.76 インチ LCD パネルと、パネルに内蔵された高コントラストを実現する光学補償板の組み合
わせにより、安定した明るさと、高画質で鮮やかな色再現を実現する。また、ソニー独自のデータベース型超解像処理
LSI「リアリティークリエーション」により、映像の質感や立体感をよりリアルかつ高精細に表現する。さらに両機は、様々
な使用例の分析とお客様の声をもとに開発した、独自のインテリジェントセッティング
機能を新たに搭載した。本機能により、使用環境に合わせて画質や明るさなどの最適な
設定を簡単に行うことができる。また、適切な設定で使用できることにより、長期にわ
たり安定した運用が可能である。併せて、上下左右へ大きく可動するレンズシフトやコ
ンパクトな筐体により、設置の自由度も向上した。価格：オープン価格　お問い合わせ先：
ソニー㈱　お問い合わせ・サポート HP: https://www.sony.co.jp/SonyInfo/Support/

（URL: https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201904/19-036/index.html ）

ソニーが高コントラスト・高精細な映像を実現した業務用レーザー光源プロジェクター２機種を発売

3LCDレーザー光源プロジェクター
「VPL-FHZ75」「VPL-FHZ70」

　㈱ NTT ドコモ、KDDI ㈱、ソフトバンク㈱の 3 社は、2019 年 5 月以降、携帯電話番号だけでメッセージがやりとりできる
「＋メッセージ」の機能拡充を実施した。今回の機能拡充により、「＋メッセージ」上に企業の公式アカウントが表示され、お
客様は企業とメッセージがやりとりできるようになる。さらに、お客様が安心して利用できるよう、企業の公式アカウントに
は連帯 3 社それぞれの審査を受け、認証を得たことを示す「認証済みマーク」が表示される。「＋メッセージ」は携帯電話番
号を利用したメッセージサービスであるため、お客様は、大切なお知らせなどを確実に受け取れるようになる。これによりお
客様は、企業の公式アカウントを通じて、例えば本人認証が必要な契約内容の変更といった手続きなどを簡単・便利に行うこ
とができる。さらに、お客様がより多くの企業からのサービスを利用していただけるよう、携帯 3 社は今回拡充する機能をオー
プンプラットフォームとして公開していく。

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2019/04/23_00.html ）

ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクが「＋メッセージ」の機能を拡充
～携帯電話番号だけで、企業と安心・安全にメッセージのやりとりが可能に～

セコム㈱、AGC ㈱、㈱ディー・エヌ・エー、㈱ NTT ドコモは、世界初となる AI を活用した警戒監視などの警
備や受付業務が提供可能な「バーチャル警備システム」の試作機を開発した。「バーチャル警備システム」は、常駐
警備員が提供してきた業務のうち、警戒監視、受付などを、現実空間を映しこむミラーディス
プレイ上に 3D モデルとして表示した「バーチャル警備員」が提供し、対処、緊急対応など熟
練した常駐警備員ならではの能力と組み合わせて、新たな警備のあり方を実現するものである。
最新のテクノロジーの力で人の力を増幅することで、常駐警備員配置の効率化、有人施設にお
ける受付を含む警備強化をコストを抑えながら実現し、より多くのお客様のニーズにお応えし
ていく。本システムは、契約施設の内部エントランスの入り口等に設置して使用することを想
定している。「バーチャル警備員」としては、男性「衛（まもる）」・女性「愛（あい）」の 2 キャ
ラクターがあり、用途によって使い分けることができる。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/2019/nr_20190425.html ）

セコム、ＡＧＣ、ＤｅＮＡ、ＮＴＴドコモが世界初、ＡＩを活用して等身大バーチャルキャラクターが
警備・受付業務を提供する「バーチャル警備システム」を開発

バーチャル警備員
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サンワサプライ㈱は、乾電池稼働で設置しやすく、赤外線 LED 搭載で暗視撮影可能な小型セキュリティカメラ
「CMS-SC01GY」を 2019 年 5 月 7 日より販売開始した。本製品は、手軽に設置できる暗視撮影対応の小型セキュリティ
カメラである。夜間光らない 940nm の赤外線 LED を搭載しており、暗闇の中でも撮影ができる。搭載されている人
感センサーで動きや温度の変化を検知し、最大 20m 先にある動く物体を捉えて自動で撮影する。電池の消耗を抑え
ながら長時間稼働させることができるので、防犯や野生動物の観察などに最適である。夜間モードと昼間モードはセ
ンサーで自動的に切り替わるので、煩わしい操作は必要ない。小型かつ、乾電池で稼働するので
簡単に設置可能である。コンセントを使わず配線がいらないため、軒先や駐車場などの電力が確
保できない場所でも使用できる。また、IP54 防水・防塵規格をクリアーしており、雨の中でも
使用できるので屋外での設置に適している。省電力設定なので、スタンバイモードで最大 12 ヶ
月待機することができる。最大解像度は動画で 1920 × 1080、静止画で 4000 × 3000 である。本
体の大きさは W96 × D73 × H136mm 小型サイズである。柱や壁に取り付ける用の固定用ベルト
や、壁取り付け用の部品セットなどを付属している。価格（税抜）：18,800 円　お問い合わせ先：
テクニカルサポートセンター　TEL:03-5389-7078
（URL: https://www.sanwa.co.jp/news/201905/cms-sc01gy/index.html）

サンワサプライが暗闇でも撮影できる、配線いらずで手軽な小型セキュリティカメラを発売

CMS-SC01GY

富士通㈱は、富士通クライアントコンピューティング㈱製の最新 CPU を搭載したノートパソコン「FUJITSU 
Notebook LIFEBOOK」2 シリーズ 4 機種と、Windows タブレット「FUJITSU Tablet ARROUWS Tab」1 シリー
ズ 3 機種を 2019 年 5 月 8 日より日本国内の法人向けに販売を開始した。薄型軽量の「LIFEBOOK」U シリーズでは、
ペン内蔵の 13.3 型スリムコンバーチブルパソコンとして世界最
軽量の「LIFEBOOK U939X/A」を新規提供する。また、従来機
と比較して約 20g の軽量化を図ったウルトラ・スリムモバイル
パソコン「LIFEBOOK U939/A」を提供開始した。価格（税別）: 

「LIFEBOOK」U シリーズ 179,600 円～  「Tablet ARROWS Tab」
Q シリーズ　164,600 円～　お問い合わせ先：富士通㈱　購入相
談窓口　TEL:0120-959-242
（URL: https://pr.fujitsu.com/jp/news/2019/05/8.html）

富士通が法人向けノートパソコン、タブレット３シリーズ７機種を新発売

LIFEBOOK U939X/A LIFEBOOK U939/A

　NTT コミュニケーションズ㈱は、AI を活用したコンタクトセンターを迅速に構築できる「クラウド型 AI コンタクト
センターソリューション」を 2019 年 5 月 16 日より提供開始した。本ソリューションは、NTT com の自然言語解析 AI

「COTOHA」シリーズと、アマゾン ウェブサービスが提供するコンタクトセンターサービス「Amazon Connect」および
セールスフォース・ドットコムの提供する CRM サービスプラットフォーム「Salesforce Service Cloud」を活用したもので、
AI による音声認識などを利用した高機能のコンタクトセンターを短期間で構築することができる。特長は、①「Amazon 
Connect」を活用した迅速な構築　②高精度の日本語解析 AI を手軽に実装可能　③高品質なコンタクトセンター構築　お
問い合わせ先：NTT コミュニケーションズ㈱　営業担当者　

（URL: https://www.ntt-at.co.jp/news/2019/detail/release190516.html）

ＮＴＴコミュニケーションズが「クラウド型ＡＩコンタクトセンターソリューション」を提供開始

　㈱インテックは、保有家電をまとめて管理できるスマートフォンアプリ「家電手帳」を 2019 年 5 月 29 日より提供開始
した。近年、新品を購入して利用する形態だけでなく、オークションサイトやフリマアプリを通じて、「使いたい時に入
手し、不要になったら売却する」といった利用形態が拡大し、ユーザーとメーカーの接点が多様化している。また、従来
のように「購入」といった取引形態だけでなく、サブスクリプションによる「使用」契約も増加し、契約の管理も複雑化
することが予測される。所有から使用へという「モノを持たない世界」の到来を視野に入れ、新たな顧客接点をつくるた
めの取り組みのひとつとして、「家電手帳」を開発した。特長は、①家電を自動で登録できる　②家電の情報を家族で共
有できる　③修理のタイミングを逃がさない　④家電のセキュリティ問題を一目で確認できる　お問い合わせ先：㈱イン
テック　先端技術研究所　TEL:03-5665-5091

（URL: https://www.intec.co.jp/news/2019/0529_1.html ）

インテックが家電を管理するアプリ「家電手帳」を提供開始
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　IDC Japan ㈱は、国内コミュニケーションロボット、自立移動型ロボット、ドローンソリューション市場におけ
るユースケース（用途）別、テクノロジー別支出額予測を発表した。これによると、国内自立移動型ロボット市場
は、2018 年～ 2023 年において、年間平均成長率 23.7％で成長し、2023 年の市場規模は 561 億円になると予測してい
る。操縦者を必要とせず、自立的な移動が可能な自立移動型ロボットは、作業負担の大きい業務の代替えや、労働力
不足を解消する手段の一つとして関心が高まっている。自立移動型ロボットに対する期待が、流通業を中心に高まり、
今後市場は大きく拡大するとみている。ユースケース別では、小売や卸売などの「倉庫管理」での利用が市場を牽引
している。小売／卸売倉庫ではインターネットショッピングによる受発注作業の継続的な増加と人手不足が深刻化し
ている。企業は、こうした課題解決のために、商品棚やパレットを運ぶ自立移動型ロボットの導入を加速させており、
さらに商品管理から出荷前の棚出し梱包までを自動化することで、作業員の作業量削減と能力に依存しないオペレー
ションの構築を目指している。（URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ45036919）

IDCJapanが国内自立移動型ロボットおよびコミュニケーションロボット市場予測を発表

㈱ NTT ドコモとソニーネットワークコミュニケーションズ㈱は、スマートフォンのカメラで顔を撮影するだけで
簡単に肌の状態を解析し、日々の生活と肌の状態との関係をわかりやすく見える化することで、お客様一人ひとりに
合った生活習慣を支援するサービス「FACE LOGTM（フェイスログ）」を共同開発し、2019 年 6 月より無料で提供開始
した。「FACE LOG」は、専用の機器を使うことなく、お手持ちのスマートフォンのカメラで顔全体を撮影するだけで、

「肌年齢」「しみ」「しわ」「くま」「毛穴」「肌の色み」の 6 項目の状態を知ることができるサービスである。ソニーの
肌解析サービス「Beauty ExplorerTM（ビューティーエクスプローラー）のアルゴリズムを活用することにより、簡単
な操作で高精度な解析を行う。また、睡眠や食事などを記録することで、生活と肌の状態との関係をグラフやレポー
トで示し、どのような行動が肌に影響したのかに気づくことができる。加えて、「毎日 1 リットル水を飲もう」「1 週間、
毎日 6 時間以上睡眠をとろう」など、肌への効果が期待できる生活習慣を提案し、取り組んだ後の肌の状態の変化を
確認することができる。料金：無料（アプリのダウンロードおよび利用時には別途パケット通信料がかかる）
（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2019/05/16_03.html ）

ＮＴＴドコモとソニーネットワークコミュニケーションズが肌解析を通して健康づくりを支援するサービス
「ＦＡＣＥ ＬＯＧ」を提供開始

NEC は、無線 LAN の標準搭載や筐体の小型化、印刷速度の向上を図った A4 対応モ
ノクロページプリンタ「Multi Writer 5350」を製品化し、2019 年 5 月 10 日より販売開始
した。本製品は、従来の有線 LAN に加え、新たに無線 LAN 機能を標準搭載するとともに、
Wi-Fi ルーターなどの親機を使わずに、PC をはじめとしたモバイル機器と直接 Wi-Fi 接
続することが可能な Wi-Fi ダイレクトにも対応した。また、筐体サイズを従来に比べて
約 11％小型化したことで設置場所の選択肢が拡がり、スペースに限りがあるホテルのビ
ジネスセンターやサテライトオフィスなどにおいても、外出や出張中のビジネスパーソンといった利用者がセキュリ
ティを維持し印刷できる環境を提供する。さらに、印刷エンジンの強化により、1,200dpi の高精細画像かつ約 40 頁
／分の高速印刷に対応した。加えて、環境への配慮としてエコマーク・グリーン購入法・RoHS 指令等も適合している。
価格（税別）：79,800 円　お問い合わせ先：NEC プリンターインフォメーションセンター　TEL:0120-614-552
（URL: https://jpn.nec.com/press/201905/20190510_01.html）

ＮＥＣが無線ＬＡＮ機能標準搭載によりテレワーク時の利便性を向上した
Ａ４対応モノクロページプリンタ「ＭｕｌｔｉＷｒｉｔｅｒ ５３５０」を発売

MultiWriter 5350

　伊藤忠テクノソリューションズ㈱は、AI とチャットボットを活用して従業員の知見やスキルを特定するクラウド
ソリューション「HR サーベイ」を 2019 年 7 月 24 日より販売開始する。本ソリューションは、AI を活用してイン
トラネット内の文書やメールなどの非構造化データから類推し、従業員のスキルや経験を特定するソリューション
である。社内で特定の知見やスキルを持った従業員を探す際に、各種の条件を HR サーベイのチャットボットに問
いかけると人事部門が管理する情報やイントラネットなどの情報から、AI が該当者を特定してリストを回答する。
簡単なアンケートを短期間で繰り返す手法「パルスサーベイ」をチャットボットが自動的に実施することで、手間
をかけずに、スキルを含めた各種の情報について精度の向上や更新を行うことができる。人材情報を基に効率的な
人材配置を行えば、生産性の向上にもつながる。LINE や Slack などの主要なチャットツールや既存の人事システム
などと容易に連携することが可能である。価格（税別）：1 ユーザーあたり月額 500 円　お問い合わせ先：伊藤忠テ
クノソリューションズ㈱　広報部　TEL:03-6203-4100

（URL: http://www.ctc-g.co.jp/news/press/20190513a.html）

伊藤忠テクノソリューションズがＡＩとチャットボットを活用した人材情報ソリューションを提供開始
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特集

第65回定時総会模様
一般社団法人情報通信設備協会（本部）の第 65 回

定時総会は、6 月 20 日（木）に東京都港区芝公園の
メルパルク東京で開催されました。日本列島は関東
甲信越地方で梅雨入りしていましたが薄曇りで、会
場には大勢の会員にご出席いただき、定刻の午後 3
時に総会が始まりました。

総会の冒頭、司会者の江角 優理事 ( 中国地方本部 )
から、一般社団法人情報通信設備協会定款 17 条第 1
項の規定により総会の定足数は正会員の過半数を必
要としているが、本日の出席者数は委任状提出者を
含めて 396 名であるので、本総会は成立する旨報告
があり、阿部准定理事 ( 九州地方本部 ) の開会挨拶、
坪内和人会長の挨拶に続いて、定款 15 条の規定によ
り、大輪堅一理事長が議長となって、次のとおり各
議案を審議しました。

議事の経過概要及び議案別の審議結果
（1）議事録署名人の選出について

　議案の審議に先立ち、定款 19 条第 2 項の規定に
より、本総会議事録は議長のほか議事録署名人 2
名を選出することになっているため議長が議場に
諮ったところ、議長に一任されて次の 2 名を指名
した。
　江角　　優（理事・中国地方本部）
　浜田　展吉（理事・四国地方本部）

（2）「第 1 号議案　2018 年度事業報告」、「第 2 号議
案（1）2018 年度決算報告」、「第 2 号議案（2）
2018 年度監査報告書」について
　上記議案はそれぞれ関連するため、一括して山

議事を進める
大輪理事長

司会の江角理事

阿部理事の開会挨拶

坪内会長の挨拶
久野監事の
監査結果報告

議案の説明をする
山内専務理事



9

内専務理事が議案書に基づき詳細に説明した後、
久野武男監事が監査結果報告を行った後、議長が
議場に諮った結果、異議なく承認議決された。

（3）「第 3 号議案　2019 年度事業計画」、「第 4 号議
案　2019 年度収支予算計画」について
　上記議案はそれぞれ関連するため、一括して山
内専務理事が議案書に基づき詳細に説明した後、
議長が議場に諮った結果、異議なく承認議決された。

（4）「第 5 号議案　役員の選任」について
　上記議案について、山内専務理事が議案書に基
づき、2019 年 5 月 23 日開催の 2019 年度第 1 回理
事会で選任された、理事 2 名、補欠理事 1 名を選
任したい旨を別紙 1 により説明した後、議長が議
場に諮った結果、全員異議なく承認議決された。
　なお、選任された理事、補欠理事は全員就任を
承諾した。
　以上をもって、第 65 回定時総会の議事すべてを
終了したので、議長が閉会を告げた。

（5）会長表彰及び感謝状贈呈
　議案審議終了後、10 年以上役員として協会業務
の円滑な運営に尽力している、木村清信氏（関東
地方本部）、山本秀雄氏（北陸地方本部）を会長表
彰するとともに、この度理事を退任した樋口正仁
氏（前信越地方本部長）、嶋田泰嗣氏（前北陸地方
本部長）の 2 名に、これまでの協会活動の功績に
対して会長から感謝状を贈呈した。

　最後に竹内 聰理事（東北地方本部長）が閉会の
挨拶を行い、第 65 回定時総会をすべて終了した。

総会模様

協会役職 氏名 所属組織 勤務先

会  長 坪内　和人 本部 （一社）情報通信設備協会

理事長 大輪　堅一 本部 富士ネットシステムズ㈱

副理事長 栩谷　晴雄 関西 大和電設工業㈱

副理事長 井上　新一 東海 第一電話設備㈱

専務理事 山内　　明 本部 （一社）情報通信設備協会

理  事 今井　秀昭 関東 東邦通信工業㈱

理  事 長谷川 浩正 関東 日興テクノス㈱

理  事 松山　　仁 関東 日本通信設備㈱

理  事 髙瀬　幸雄 関東 埼玉アンテナシステム㈱

○ 理  事 品田　道雄 信越 品田通信電設㈱

理  事 藤田　義明 東海 ㈱TTK

○ 理  事 早川　信之 北陸 ㈱ほくつう

理  事 吉本　幸男 関西 エフビットコミュニケーションズ㈱

理  事 江角　　優 中国 ㈱ソルコム

理  事 浜田　展吉 四国 新進電気販売㈱

理  事 阿部　准定 九州 ㈱キューオキ

理  事 竹内　　聰 東北 東日本通信機器㈱

理  事 渡辺　敏郎 北海道 北第百通信電気㈱

監  事 平野　　毅 本部 平野公認会計士事務所

監  事 久野　武男 関東 協立情報通信㈱

監  事 千田　和子 北海道 明協通信機㈱

■ 2019 年度本部役員

○印は新任

代表して謝辞を述べる
樋口前理事

竹内理事の閉会挨拶
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第６5回定時総会懇親パーティー模様
　情報通信設備協会の定時総会懇親パーティーは、第 65
回定時総会終了後の 6 月 20 日（木）午後 5 時 30 分から、
東京都港区芝公園のメルパルク東京において開催し、会
員の皆様をはじめとして、日頃ご指導ご鞭撻をいただい
ております衆議院議員 左藤 章様、総務省総合通信基盤局
長　谷脇康彦様、関連団体、通信事業者、メーカー、賛
助会員の方々など、多数のご来賓の皆様にご出席いただ
き、盛大に開催しました。
　坪内会長の挨拶に続いて、ご来賓を代表して衆議院
議員 左藤 章様と総務省総合通信基盤局長　谷脇康彦様、

（一財）日本データ通信協会理事長 酒井善則様の乾杯の
ご発声を合図に、賑やかに懇親パーティーがスタートし
ました。

日　　時　2019 年 6 月 20 日（木）
　　　　　午後 5 時 30 分～
場　　所　メルパルク東京　5F　瑞雲の間 

進行次第　司会　　　理事 今井　秀昭  　
　　　　　協会挨拶　会長 坪内　和人  　
　　　　　来賓挨拶　衆議院議員 　左藤　　章  様
　　　　　　　　　　総務省 　  総合通信基盤局長
　　　　　　　　　　　　　　　　　谷脇　康彦  様
　　　　　乾杯   （一財）日本データ通信協会 
　　　　　　　　　　理事長　　　　酒井　善則  様
　　　　　中締め　　理事長　　　　大輪　堅一　
　　　　

（1）情報通信設備協会　会長　坪内 和人　ご挨拶
ご紹介いただきました、一般社団法人情報通信設備協

会、会長の坪内でございます。本日は当協会、第 65 回定
時総会懇親パーティにお越しくださいまして、誠にあり
がとうございます。

本日は、政務大変ご多忙の中、衆議院議員 左藤章 先生、
また、総務省総合通信基盤局長、谷脇康彦様、それに日
本データ通信協会の酒井理事長、NTT コミュニケーショ
ンズの庄司社長をはじめとして、多くの賛助会員、関係
団体の皆様にご臨席を賜りました。

高い席から誠に恐縮ではありますが、改めて御礼を申

し上げたいと思います。
只今、第 65 回の定時総会、と申し上げましたが、当

協会は昭和 28 年 12 月の設立で、本年 65 周年を迎えま
す。電電公社設立に伴い自営の電気通信設備が認められ
たことが契機で設立された団体ではあるものの、歴史の
半ばにあたる約 30 年後の昭和 60 年には、NTT 民営化と
端末の開放という大波がありました。それから約 10 年後
1990 年代の後半からインターネットの大波が押し寄せま
す。ネットワークの接続先はインターネットに、接続す
る端末はコンピュータに、そしてつなぐ回線は光ファイ
バーに変わりました。さらに今が、モバイルネットワー
クを通じたスマートホン、IoT という波の中であること
は、皆様ご承知の通りです。

これらはいずれも、当協会の会員にとって大きな地殻
変動でありました。

これらの変動に対して、協会は、各方面のご協力をい
ただきながら会員企業の新たな技術・資格の取得を促進
するとともに、会員企業が取り扱うサービスの領域を広
げる努力を続けて、今日に至っております。現在も積極
的に進めている、協賛各社様とのコラボレーション、ア
ライアンス事業はその延長上にあります。

いずれにせよ、これほどの長きにわたり協会が活動を
継続できましたのも、ひとえに会員の皆様の不断のご努
力、そして諸先輩、協賛各社の皆様のご支援の賜物と感
謝申し上げる次第です。
　革新的な技術に、産業界が対応していくのはなかなか
困難を伴うものだと思います。産業革命後の繁栄を極め
るイギリスでは、1863 年にロンドン市内で世界初の地
下鉄の運転を開始しますが、この時の動力は蒸気でした。
地下トンネルに蒸気機関車を走らせたわけです。優れた
機関手（ボイラーマン）を多数擁したイギリスならでは
の事業といえるでしょう。蒸気機関車は、ロンドンの街
の下を 1890 年頃まで約三十年にわたって走り続けます。
一方、新興国であったドイツでは、1870 年代にジーメン
ス社が電気機関車とこれを用いた交通システムを開発し、
程なくベルリンで市電の営業が開始されました。1890 年
代以降、欧州大陸各国の都市交通は、急速に馬車から電
車に置き換わって行くことになります。

少し、回りくどいたとえ話をしてしまいました。申し
上げたかったのは、「古い技術、というよりは『磨き上げ
たはずの現役の技術』と、新たに導入される革新的な技
術とのバランスや、その勢いの見極めは、難しい」とい
うことです。

ただし、大英帝国の名誉のために申し上げれば、1890
年代以降、イギリスは国力にものを言わせて社会資本の
充実を図り、ロンドン地下鉄を一気に電化し拡張してい
ます。

さて、日本の話に戻りましょう。当協会は、情報通信
設備とその技術を通じて情報化社会の健全な発展に寄与
する、という大きな目標を持っています。それは情報通
信設備に関する高い技術と豊富な経験という資産を会員

懇親会模様
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が共有しているからこそできる仕事であると自負してお
ります。日本が提唱する、ソサエティ 5.0 の実現に向け
て、私たちの事業環境は再び大きく変わろうとしていま
すが、会員企業の皆様は、これまで培った技術や資産に
安住することなく、新たな技術にも果敢に対応しチャレ
ンジしていけるものと確信しております。そういう意味
では、協会にとって当年度は周年記念の年であること以
上に、大きな節目となる年という思いを強くします。

会員各社の力を結集して、また来賓の皆様がたのご支
援ご協力を賜りながら、次の 1 年に、さらに次の 5 年に、
チャレンジしていきたいと考えている次第です。

最後になりましたが、関係各団体、各社様の日頃のご
支援に感謝し、併せて本日お集りの皆様のご健勝を祈念
いたしまして、私のご挨拶といたします。

本日はありがとうございました。

（2）総務省　総合通信基盤局長　谷脇 康彦 様
　ご来賓挨拶

総務省総合通信基盤局長の谷脇でございます。本日は、
情報通信設備協会の定時総会懇親パーティーにお招きい
ただき、ありがとうございます。

坪内会長をはじめ、顧問の左藤先生、また、協会の皆
様におかれましては、平素より、情報通信行政に対する
ご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、昭和 28 年の協会設立以来、長年にわたり様々な
情報通信設備の施工などに従事され、今日の ICT の発展
を支えてこられたことに対し、敬意を表します。

去る 5 月 1 日に元号が変わり、令和の時代となりまし
たが、政府では、AI、IoT などの新技術によって変革さ
れた新しい時代の社会を、狩猟社会、農耕社会、工業社
会、そして現在の情報社会に続く５つ目の社会を意味す
る「Society5.0」と呼んでおります。

この「Society5.0」の実現には、それを支える第 5 世代
移動通信システム「5G」や光ファイバなどの情報通信イ
ンフラが、これまで以上に大きな役割を果たすと考えら
れています。

5 月 10 日に成立した改正電波法では、5G の迅速かつ円
滑な実現・高度化を図り、電波の有効利用を促進するため、
電波利用料や周波数割当制度の見直しなどを行っており
ます。

また、同日に成立した改正電気通信事業法により、モ
バイル市場における一層の競争促進や利用環境の向上が
期待されます。

さらに、5 月 21 日に情報通信審議会から一部答申を受
けたとおり、電気通信主任技術者及び工事担任者の資格
制度についても見直しを図り、情報通信設備の維持・管
理の効率化のための環境整備にも取り組むこととしてお
ります。

皆様方におかれましては、「Society5.0」の実現に向け、
今後も企業ネットワークなどの更なる多様化や高度化に
対応していくため、工事担任者をはじめとする情報通信
設備を支える人材の育成にも取り組んでいただき、新た
な時代における、日本の情報通信設備の発展にご尽力い
ただけますよう期待しております。

最後になりますが、協会の今後の益々のご発展と、本
日ご列席の皆様のご健勝を祈念いたしまして、私の挨拶
とさせていただきます。

坪内会長の挨拶

ご来賓の谷脇 総務省
総合通信基盤局長

ご来賓の
左藤 衆議院議員

日本データ通信協会
酒井理事長の乾杯のご
発声

大輪理事長の中締め



12

高速大容量､ 低遅延 ･ 高信頼､ 多数同時接続とい
う 5G の特徴を ｢自営網｣ で実現できるローカル 5G
ならではのユースケースには、どのようなものがあ
るのか。
　まず､ 代表的なユースケースと目されているのが､
スマートファクトリーだ（図表 1）。
　工場では、人手不足が大きな課題となっている。
そのため、自動化による生産性向上が喫緊の課題と
なっている。また､ 最近は少量多品種生産が主流と
なっており、ライン変更が頻繁に発生するが､ その
都度ケーブルの配線を変えるのは大変な作業だ。セ
ンサーやロボットなど､ ネットワーク化したい機器
の数が増え続けるなか、無線化のニーズは工場でも
高まっている。
　しかし、生産設備の制御に利用されるネットワー
クには､ 高いリアルタイム性と安定性が求められる。
既存の Wi-Fi や LTE などでは、十分な品質を確保す
ることが難しかった。そこに登場するのが､ 低遅延 ･

高信頼を特徴する 5G である。「5G で初めて無線化す
る工場が多く出てくるだろう」とエリクソン ･ ジャ
パンの藤岡氏は指摘する。
　スマートファクトリーにおいて､ キャリアの 5G で
はなくローカル 5G を選択するメリットは大きく 3 つ
ある。
　まずは高い安定性が期待できることだ。公衆サー
ビスではなく、また帯域を占有できるため、輻輳や
干渉の心配がない。
　2 つめは、ローカル通信のためセキュリティを担
保できることだ。工場内の情報は、基本的に機密情
報であり、外部に出したくないと考える企業が多い。

「データ量で稼働率が推察されてしまうことすら避け
たいと考えるお客様もいる」と NEC 新事業推進本
部エグゼクティブエキスパートの長門正喜氏は話す。
ローカル 5G はオープンなネットワークに接続しない
ので､ IoT データが外部に漏れるリスクをさらに軽減
できる。コアネットワーク（EPC）もオンプレミス

業界特集

ローカル５Ｇには、｢公衆網のように輻輳しない｣ ｢必要な場所 ･期間に柔軟に構築できる｣ ｢データがローカル
にとどまる｣といった特徴がある。こうしたローカル５Ｇの利点が特に活きるユースケースを紹介する。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

多様な業種に広がるユースケース
ローカル５Ｇの「使い途」

図表1　ユースケースの分類
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で設置すれば、データが一切外部を通らないように
できる。
　3 つめに希望する場所に柔軟にエリア展開できる
ことだ。キャリアの 5G の場合､ 5G の基地局をいつ
どこに設置するかは当然キャリアの都合次第。一方、
ローカル 5G であれば､ エリアや導入時期などのすべ
てをユーザー企業の都合で決められる。
　ローカル 5G によって､ 工場内の様々な機器から
上がってくる大量の情報をリアルタイムに収集 ･ 活
用できるようになれば、｢デジタルツイン｣ の具現化
も容易になる。実際の生産設備のデジタル化された “ 
双子 ” であるデジタルツインによって故障を事前に予
知したり、ライン変更のシミュレーションなどを実
行したり、デジタル時代の工場を実現できる。

■観客により良い観戦体験を提供

スポーツやコンサートなどのイベント会場も、ロー
カル 5G の代表的ユースケースだ。

大勢の人が集まるイベントでは、トラフィック量
も急増する。一方､ ローカル 5G であれば､ 公衆網
の輻輳の影響を受けることなく、観客向けのコンテ
ンツ配信やネットワークを活用した警備 ･ セキュリ
ティなどが行える。特にローカル 5G でまず利用可能
になる 28GHz 帯は直進性が高く電波が回り込みにく
いため､ 局所的に高密度でエリア展開する用途に適
している。｢スタジアムやプールなどの見通しのいい
場所は､ 28GHz によるローカル 5G が向いている｣ と
NEC 新事業推進本部部長の田中雅士氏は説明する。
　NEC は、ローカル 5G を活用した新たなスポーツ
観戦スタイルの可能性を検討している。スポーツの
試合では通常､ 会場内の電光掲示板に競技に関連し
た情報が表示される。しかし､ 観戦中にこれらの情

報をリアルタイムに把握しようとすると、観客は試
合と電光掲示板の間で視線を行き来させなければな
らない。
　NEC と NTT ドコモ、テレビ朝日の 3 社は､ 2018
年 9 月に開催された ｢第 94 回日本学生選手権水泳競
技大会｣ において、ローカル 5G と AR を活用した新
たなスポーツ観戦スタイルの実証実験を行った。
　会場となった横浜国際プールに 28GHz 帯を使って
5G の実証環境を構築。選手情報や順位、ラップタイ
ム等を AR で表示するコンテンツを会場内に設置し
た MEC（Multi-accessEdge Computing）サーバーで
生成し､ 5G を経由し観客のスマートグラスにリアル
タイムに配信した。試合に関連する情報をリアルタ
イムに大勢に提供するには､ 低遅延かつ多接続とい
う 5G の特徴が必要になる。将来的には、試合映像と
デジタル映像を組み合わせた MR（複合現実）によ
る映像配信も予定しており、その際は 5G の高速大容
量という特徴も発揮されることになる。

また､ NEC によると、高精細カメラで撮影した会
場映像を同社の生体認証ソリューション ｢Bio-IDiom｣
の顔認証機能で分析することで､ 不審者検知も実現
できるという。ローカル 5G であれば､ 公衆網の混雑
の影響を受けることなく､ 大容量の映像を安定的に
遅延なく伝送可能だ。
　新たな体験を提供し、満足度を向上するユースケー
スは､ 観光にも応用できる。
　NTT ドコモと東武鉄道が栃木県日光市で行った
実証実験は、東武鬼怒川線沿いの鬼怒川橋梁付近に
4.5GHz 帯および 28GHz 帯で 5G 通信エリアを構築。
東武鬼怒川線で運行している ｢SL 大樹｣ が通過する
間に橋梁から 8K カムコーダーで撮影した SL のライ
ブ映像を客車に向けて 5G で伝送するというものだ。
　SL 客車内では 60 インチ 8K ディスプレイを設置し、
自分たちが乗車している客車を牽引する SL の姿を視
聴することができた。
　実証実験ではドコモのネットワークを活用したが､
約 200m という限られた区問の 5G 化はローカル 5G
向けといえる。

■院内をきめ細かにエリア構築

ヘルスケアや医療もローカル 5G のユースケースと

（左から）NEC新事業推進本部　部長の田中雅士氏と同本
部エグゼクティブエキスパートの長門正喜氏
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して想定されている領域の 1 つだ。
　医療機関では様々な機器がネットワークにつなが
り、体温や脈拍､ 血圧などのバイタルデータを日常
的に取り扱うようになっている。カルテの電子化も
進み、バイタルデータや診療情報を送受信する機会
も多い。「医療分野では、個人情報を保護し漏えいを
防ぐ目的から、プライベートなネットワークに対す
る要望が聞かれる｣ と富士通ネットワークソリュー
ション事業本部モバイルソリューション事業部シニ
アマネジャーの神田隆史氏は述べる。
　バイタルデータや診療情報は小容量だが､ CT（コ
ンピュータ断層撮影）や MRI（磁気共鳴画像法）といっ
た大容量の高精細画像をアップロードするためには、
一定の通信容量を確保する必要がある。
　また、数年前より医療機関では携帯電話の使用が
原則として解禁されているが､ 手術室や集中治療室
など電波の干渉が患者の生命に影響を及ぼす可能性
のある場所では電源を入れることはできない。ロー
カル 5G であれば､ 院内のネットワークにつなげる
必要のない場所についてはエリア化しないといった、
きめ細かなエリア構築も可能だ。
　高齢化が進むと、地方の過疎地などでは医師不足
が深刻化する。富士通では在宅看護や遠隔医療にも
ローカル 5G を活用したい考えだ。

 

■自動化により高齢化対策

　ローカル 5G は､ 屋外でも利用できる。
屋外利用の代表的なユースケースには､ 建機の遠

隔操作がある。
　建設現場は危険と隣り合わせであり、そこで働く
作業員の安全確保や作業効率化が至上命題となって
いる。
　作業員の安全確保のため、遠隔操作の導入を検討
する建設会社が少なくない。
　NEC と大林組､ KDDI が 2018 年 12 月に行った実

証実験では､ 5G を使って種類の異なる 2 台の重機を
遠隔操作で連携させ､ 土砂を運搬することに成功し
た。｢将来は工事現場で複数の重機が隊列走行し､ 5G
で協調しながら動いたり、重機から上がってくるデー
タを分析して制御するといった形まで発展させたい｣
と NEC の田中氏は期待を込める。
　遠隔操作は建機に設置したカメラから送られてく
る映像で現場の様子を確認しながら操作を行うため、
大容量 ･ 低遅延な通信が必須となる。また、建設現
場で使われる図面は 3DCAD データ化が進んでおり、
そうしたデータのやり取りをスムーズにして、作業
の効率化を図りたいというニーズもある。
　まさに 5G でなければ実現不可能な用途といえる
が､ 建設現場は山間部などの僻地であることも多い。
5G どころか､ 4G すらつながらないケースも少なく
ないだろう。しかし、ローカル 5G であれば､ 必要な
場所を必要な期間だけ 5G エリア化することも可能だ。
ソフトバンクは可搬型の 5G 設備 ｢おでかけ 5G｣ を
開発しているが、ローカル 5G 向けにもこうした可搬
性に優れたソリューションが登場してくるはずだ。
　発電所やプラント、港湾など､ 広大な敷地のネッ
トワーク化もまたローカル 5G に適したユースケー
スだ。ローカル 5G、なかでも 4.5GHz 帯を用いれば､
屋外を広くカバーできる高速大容量ネットワークを
自営網として構築できる。
　具体的な使い方の 1 つとしては､ 施設の点検作業
がある。発電所やプラントなどでは、（破損や故障が
ないか､ 数時間おきに自転車で回りながら点検を行っ
ている）（富士通の神田氏）ケースが多いが、人手不
足や若手作業員の経験不足が課題となっている。
　その解決にローカル 5G を利用する。高精細カメラ
で撮影した映像を事務所に送って AI で異常を自動検
知したり、事務所から作業現場に動画のマニュアル
を送って指示を出すといった使い方だ。
　また､ 発電所やプラントなどの重要施設の場合､
いかなるときでも安全に管理しなければならず、「災
害時にも優先的に通信をしたい」という要望が強い。
ローカル 5G であれば､ 災害時に輻輳することなく、
確実に通信手段を確保することができる。

富士通
ネットワーク
ソリューション事業本部
モバイルソリューション事業部
シニアマネジャー
神田隆史氏
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■第一次産業への活用も

　屋外の特定の場所／期間に対応した柔軟なネット
ワークを構築できるローカル 5G は、高齢化による人
手不足に悩む農業などの第一次産業にも活用するこ
とが可能だ。
　例えば､ 広大な水田に取り付けたセンサーから集
まってくるデータや、ドローンが上空から撮影した
稲作の画像データをクラウド上に収集。AI を使って
解析したり、植物医師の診断を受けることで、病害虫・
雑草の発生状況や施肥・収穫時期を的確に把握でき、
効率的に収穫量を増やしたり、品質を向上すること
ができる。
　また、自宅と農場をローカル 5G で接続すれば、自
宅から農地の様子を確認したり、農薬散布や害獣対
策などの作業も遠隔から行える。農地に頻繁に足を
運ぶ必要がなくなり、農業従事者の負担が軽減される。

■次世代ＣＡＴＶの実現手段に

　屋外のユースケースとして､ 阪神電鉄はマンショ
ンヘの映像配信を有望視している（図表 2）。
　近年、高層化や大規模化により、光ファイバーの
敷設が難しく、CATV サービスを提供できないマン
ションが増えているが､ 建物の外にローカル 5G 基地
局を設置することで､ 加入者を直接収容する。
　阪神電鉄では、エリア展開について 2 通りの方法
を想定している。1 つめは､ 4.5GHz 帯のローカル 5G
を用いて､ マクロセルで複数のマンションをカバー
する方法だ。
　2 つめが､ 高い指向性を持つマッシブ MIMO アン

テナを利用し､ 4.5GHz 帯あるいは 28GHz 帯のローカ
ル 5G で 1 棟のマンションを “ 狙い撃ち ” する方法で
ある。
　阪神電鉄情報 ･ 通信事業本部の中村光則氏は、後
者について ｢28GHz 帯の 400MHz 幅の帯域が使えれ
ば、100 世帯以上の大規模マンションヘのサービス提
供も可能になる｣ と試算する。
　将来､ 5G デバイスが家庭に普及すれば､ マンショ
ンの各戸に引き込まれている光回線にローカル 5G の
フェムトセルを接続し、映像配信サービスを提供す
ることも考えられるという。

これにより、無線による 8K テレビなどのネット
ワーク化を実現しようというのだ。
　ただ、これらの構想の実現には、ローカル 5G の免
許がある程度広いエリアで受けられるようになる必
要があると中村氏は考えている。このため、実現時
期は､ 制度が整備され､ 5G 端末や基地局の人手が容
易になる 2021 年以降になるという。
　5G が提供する特徴を活かしながら､ 場所や期間､
利用者に応じて手軽に実現できるローカル 5G は、多
様な業種で活用が広がりそうだ。

図表2　地域BWA事業者が想定しているローカル5Gのユースケース例

阪神電鉄
情報・通信事業本部
中村光則氏

（出典：テレコミュニケーション May 2019）
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新製品・新サービス

ＮＥＣソリューションイノベータがＡＩを活用して人材のライフサイクルを
サポートする「ＮＥＣ ＨＲ Ｔｅｃｈ クラウド」を提供開始

本サービスは、企業が保有する「人事」「勤怠」な
どの人事管理データを、AI を用いてクラウド上で分
析し、「適正な人材配置」「研修の効果判断」「リテン
ション」を行う上で参考となる数値情報を提供しま
す。これにより、従来行われてきた、上長の経験や
知見に依存した人材の配置や研修の投資判断といっ
た人事関連業務の効率化を支援します。

■価格
初期導入費：10,000 円（税別）／社
月額利用料：1,000 円（税別）／社
分析 ：100 円（税別）／ 1 社員 1 分析あたり

（※ 1 人の社員を複数回分析した場合は複数カウン
ト）

■特長
本サービスでは、まず、AI にモデルとなる社員の

人事管理データをモデルデータとして学習させ、そ
の企業の特徴を反映した「学習モデル」を作成します。
その後、対象となる社員の人事管理データと学習モ
デルを使用し分析することで、業務適性などを数値
化して提供します。これにより、人事関連業務を実
行する上での判断などを支援します。

なお、これらの学習および分析は、個人が特定で
きない情報のみを用いて行います。
 
１．人材の適正配置を支援

社員の急な異動や離職などの際に、最適な後任の
配置を支援します。具体的には、同等のポジション

で活躍したモデル社員の人事管理データから作成し
た学習モデルを使用し、後任候補となる社員の保有
スキルやキャリアプラン情報を分析することで、適
性度を統計的に算出します。これにより、算出され
た適性度を、最適な人材配置を判断するための参考
情報として利用することができます。
２．研修の効果判断を支援

人材育成のために、社員に最適な研修を選定す
る際の判断などを支援します。具体的には、対象の
研修を受講したモデル社員の人事管理データから作
成した学習モデルを使用し、対象社員の保有スキル
や業績評価、過去の研修受講情報を分析することで、
受講の効果を統計的に算出します。これにより、対
象社員がその研修を受講することが知識／スキルの
習得や業務への寄与につながるかの判断に役立てる
ことができるようになります。
３．リテンションを支援

離職の可能性のある社員への効果的なフォロー
を支援します。具体的には、過去に離職した社員の
人事管理データから作成した離職との相関を表す学
習モデルを使用し、対象社員の保有スキルや業績評
価情報、勤怠情報を分析することで、離職の可能性
を統計的に算出します。これにより、算出した情報
を参考に、離職の可能性のある社員を事前に察知し、
効果的なフォローを検討できるようになります。

（注 1）自社にとって必要な人材を確保するための施策。
（注 2）HR TECH とは、採用やタレント・マネジメント、
リーダー育成、評価、勤怠などの幅広い人事関連業務に
おいて、ビッグデータ解析や AI、クラウドなどの最先端
テクノロジーを活用し、人事課題の最適解を導くソリュー
ションやサービスのこと。
※記載されている会社名および製品名は、各社の商標ま
たは登録商標です。

■お問い合わせ先
NEC ソリューションイノベータ㈱
プロダクトエンジニアリング事業部
E-mail：hr_tech_cloud-support@nes.jp.nec.com

NECソリューションイノベータ㈱は、AIを活用し、人事関連業務における人材の適正配置やリテンション（注1）
などを支援するクラウドサービス「NEC HR Tech クラウド（注2）」を、2019年4月16日より提供開始しました。

システムイメージ
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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： 坪内和人、以下：ITCA）は、ヤマハが賛助会員入会後、2018年度に ITCA
会員向けに開催した「ITCA ヤマハネットワーク機器 実践講習会」を、今期も継続開催する運びとなりました。

ヤマハネットワーク機器 実践講習会 継続開催について

具体的には、ヤマハが ITCA 本部研修の補講的な

位置付けで、2018 年 7 月～ 2019 年 2 月にかけて全国

8 会場、計 10 回に渡り開催した「ITCA ヤマハネッ

トワーク機器 実践講習会」（SCSK ハンズオンセミ

ナー：無料）について、参加資格などの条件を見直

した上で、今期も継続開催することになりました。

参加条件見直しにより、広い範囲の会員の方々

にご参加いただくことで、ヤマハ製品の認知度向上、

会員のビジネスチャンス拡大、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いきます。

※なお、今期継続開催の ITCA ヤマハネットワー

ク機器 実践講習会を受講いただいてもヤマハ検証機

材の無償提供はありません。

■ヤマハ ネットワーク機器

ヤマハは、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。

リーズナブルな法人向スイッチや無線 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 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。

■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。

■参加条件等

　ヤマハネットワーク機器 実践講習会に参加いただ

く会員の条件については、

　❶ヤマハ製品、他社製品のルーター等のネットワー

ク製品の設定経験のある方

　❷ネットワーク製品でコマンド入力の経験のある

方

　❸ネットワーク全般のスキルをお持ちで実務経験

のある方（初心者は不可）

　とします。

※先期参加資格とさせていただいた「中級ネット

ワーク技術者研修終了者」で「ネットワークプラン

ナー・マスター」資格取得者である必要はありません。

■お申込み方法　

　参加を希望される会員は、ITCA ホームページから

ヤマハセミナースケジュールを確認いただきヤマハ

ネットワーク機器 実践講習会申込書を記入の上、原

本を ITCA 本部事務局へメール送信 又は郵送でお願

いいたします。

　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の上、会

員へセミナー参加可否の連絡をします。なお、書類

上での不明点は下記担当者までご連絡下さい。
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■その他

ITCA ヤマハネットワーク機器 実践講習会の継続

開催は、2019 年度までとします。

■問い合せ先

【ヤマハ株式会社】

音響事業本部　コミュニケーション事業統括部　

マーケティング＆セールス部　国内営業グループ

担当 : 小杉　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

2019 年度 ITCA ヤマハネットワーク機器 実践講習会スケジュール

 ITCA ヤマハネットワーク機器 実践講習会 カリキュラム



20

INFORMATION

2019 アライドテレシス株式会社との更なる協業について
～アライドテレシス社との多様な協業メニュー～

　アライドテレシス株式会社（本社： 東京都品川区、
代表取締役社長： 大嶋章禎、以下：ATKK）、一般社
団法人情報通信設備協会（本部：東京都中央区、会長：
坪内和人、以下：ITCA）は、両者の持つ強みを活かし、
2017年（平成29年）より協業の取組みを進めて来
ました。
　具体的には、（資料１）
　①　工事認定パートナーとしてのお客様紹介19
社（2017年度より実施：今年度も継続実施）
　②　パートナープログラム連動特別キャッシュ
バック179社（2018年度より実施： 今年度も継続
実施）を継続実施することとしています。
　そして、2019年度は更に、追加策として
　無線サーベイ基礎研修（無償、各地方開催要望に応
える出前研修）　を実施します。
　①②については、従来の申込方法を継続すること
としますが、③については、以下の内容ですすめるこ
ととします。

■スキーム参加条件等（資料２）
　❶　研修の対象者

本研修は、目に見えない電波を測定器で計測する

ことにより、設置技術者が無線電波の状況をイメー
ジできることを目的の一つとしています。実習を中
心として電波の伝達状況を測定器の数値を確認しな
がらイメージを繰返します。そのため、研修の対象
者は以下のような方となります。
　 ・お客様に無線アクセスポイントを提案する方
　 ・お客様環境に無線アクセスポイントを設置する方
　❷　受講に必要な技術スキル

本研修では最低限必要な内容に絞り、講義と実習
を行います。無線 LAN の技術を習得された方が受　
講するのが望ましいですが、現場作業のテクニック
を付けるという目的の場合は、無線 LAN の詳しい技
術は必要ありません。
　　・無線 LAN（WiFi）がどんなものか知っている
　　・無線 LAN の基礎技術を学んだことがある
　　・ 無線 LAN ルーターやアクセスポイントを設置

したことがある
　❸　受講者持参品
　　・筆記用具　（図面作成時に定規があれば便利）
　　・名刺　１枚
　❹　受講料
　　・無料

Copyright© 2019 Allied Telesis K.K. All Rights Reserved. 1

アライドテレシス

エンドユーザー・販売店・SIer
工事の依頼・相談

認定のITCA会員

工事作業の発注

工
事
作
業
の
提
供

工
事
作
業
の
提
供

①．工事認定パートナーとしてのお客様紹介(2017年度より実施)

ITCA企業の紹介

https://www.allied-telesis.co.jp/partner/itca/index.html

工事作業の発注

パートナー認定に必要な条件
・LAN認定(情報通信設備協会)の取得
・情報通信設備協会主催の無線LAN技術研修
(情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格取得)

・アライドテレシスパートナープログラムへの加入
申込方法
・ITCA本部事務局より申込書を取り寄せ、必要事項を記入
しITCA本部事務局へ提出

2019年度も継続実施
実施効果
・LAN認定取得者のメリット拡大
・LAN認定取得者の増加
・本部主催技術研修参加者の増加

資料１



21

■お申込み方法　
この無線サーベイ基礎研修に参加を希望される会

員は、アライドテレシス無線サーベイ基礎研修申込
書（別紙）を記入の上、原本を各地方本部事務局へ
送付お願いいたします。

事務局にて、書類を確認後、本部事務局へ送付し
ます。

本部からアライドテレシスへ連絡、スケジュール
確認後、各地方本部事務局から開催決定連絡します。

■問い合せ先
【アライドテレシス株式会社】

パートナープログラム事務局　担当　土屋、高橋
TEL：03-5437-6116 　

　　　
【（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

Copyright© 2019 Allied Telesis K.K. All Rights Reserved.

③．ITCA向け 無線サーベイ基礎研修 （2019年度新規施策）

3

現状 あらゆる環境に無線ネットワークが広がり、無線APの販売規模も拡大している。
協会会員の企業においても無線ネットワークへの対応が必須となる状況である。
すでに、情報通信設備協会本部主催の無線LAN技術研修を開催し対応している。

必要性 しかしながら、実際の現場では机上の学習だけでは得られない問題が発生する。
規格に基づいた有線設備の敷設と違い、無線空間環境では感覚的な調整が発生する。
本セミナーは、現場作業を繰返し、経験値を得ることで無線空間環境をイメージ
しやすくしている状況に対して、擬似的な訓練を⾏なうものである。

位置付け 本部主催の無線LAN技術研修では経験出来ないカリキュラムであることから、
本セミナーを通じて無線空間環境をイメージできる能⼒を付けてもらう
ことを目的として、本部主催の無線LAN技術研修の補完的セミナーとして実施。

セミナーの概要
・無線アクセスポイントと電波測定器を用いた実験的研修
・擬似的な現場環境での電波の到達状況を測定器の数値で体感

Copyright© 2019 Allied Telesis K.K. All Rights Reserved.

②．パートナープログラム連動特別キャッシュバック(2018年度より実施)

2

ディストリビューター様

一般のパートナープログラム加入者

製品のご提供

パートナープログラム加入の
ＩＴＣＡ会員(工事認定パートナー会員）

パートナープログラム加入の
ＩＴＣＡ会員

指定製品購入利益還元

アライドテレシス

ＩＴＣＡ会員

ディストリビューター様
サンテレホン、高文、平野通信機材、

石渡電気、ダイコー通産

還元率1%UP!

還元率2%UP!

2019年度も継続実施
実施効果
・会員企業へのメリット拡大

（実施）
・7⽉〜3⽉

スキーム参加条件
・ITCA会員であること
・ＡＴＫＫパートナープログラムに入会すること
・ＩＴＣＡ会員ディストリビューターに発注すること
申込方法
・ITCA本部事務局より申込書を取り寄せ、必要事項を記入し
ITCA本部事務局へ提出

2018年度キャンペーンとして7⽉〜12⽉（6ヶ⽉間）実施
2018年度末 販売パートナー 179社
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１．セミナーの開催方法
・ATKKパートナープログラムの無償セミナー特典として実施（無償開催）
・ATKKセミナールームや会員会社の会議室、協会の施設での開催（無料の施設）
・会員会社単位、支部単位などでの実施を可能とする（最小5〜最大20名）
・有料会議室等の経費は協会本部負担

２．セミナーの参加条件
本研修では最低限必要な内容に絞り、講義と実習を⾏います。無線LANの技術を習得
された方が受講するのが望ましいですが、現場作業のテクニックを付けるという目
的の場合は、無線LANの詳しい技術は必要ありません。

①無線LAN(WiFi)がどんなものか知っている
②無線LANの基礎技術を学んだことがある
③無線LANルーターやアクセスポイントを設置したことがある 方

３．セミナーの申込方法と流れ
・ 会員、専用申込書を記入⇒地方本部事務局（会員希望とりまとめ）⇒協会本部
・協会本部⇒ATKKへ申込（協会側での実施状況の把握）
・ATKKと地方本部事務局で開催⽇時、会場等の調整を⾏う
・セミナーの実施
・実施結果を協会本部へ連絡 （開催⽇時、受講人数等）

・具体的実施方法

－ 3 －

1. 研修の目標

2. 研修の対象者

本研修は、目に⾒えない電波を測定器で計測することにより、設置技術者が無線電波の
状況をイメージできることを目的の一つとしています。実習を中心として電波の伝達状
況を測定器の数値を確認しながらイメージを繰返します。
そのため、研修の対象者は以下のような方となります。

1. お客様に無線アクセスポイントを提案する方
2. お客様環境に無線アクセスポイントを設置する方

本研修は、無線LANのアクセスポイントをお客様に販売および設置を⾏う⼈向けに作ら
れた内容となっています。
無線LANアクセスポイントの選定⇒環境確認⇒設置までの基礎を学びます。設定や無線
LANの技術は含まれません。

研修の受講によって、下記のスキルを身に付けて頂くことを目標としています。

1. お客様の環境に適した無線LANアクセスポイントの選定ができる
2. お客様の環境で無線LANの電波がどの様に届くのかをイメージできる
3. お客様の環境で最適な無線LANアクセスポイントの設置位置を示すことができる
4. 無線LANの電波の伝達における利⽤リスクをお客様に示すことができる

3. 受講に必要な技術スキル

本研修では最低限必要な内容に絞り、講義と実習を⾏います。無線LANの技術を習得さ
れた方が受講するのが望ましいですが、現場作業のテクニックを付けるという目的の場
合は、無線LANの詳しい技術は必要ありません。

1. 無線LAN(WiFi)がどんなものか知っている
2. 無線LANの基礎技術を学んだことがある
3. 無線LANルーターやアクセスポイントを設置したことがある

4. 研修の目的

無線LANは、あらゆる環境で利⽤が進んでいます。通信するデバイスもパソコンだけで
はなく、携帯電話やモバイルPC(タブレット)からゲーム、家電にまで進み、これからは、
センサーやロボットの通信も始まります。
これまで⾼速通信の主流だった有線のLANは、末端部分に関しては無線と有線LANが共
存する状況となります。
この様な状況の中で実際に無線アクセスポイントの設置に関わる方に対し、本研修を通
じて⾏って頂きたい目的は以下の通りです。

1. ⾒えない電波の状況をイメージできるようにし現場作業の失敗を少なくする
2. 現場の状況から有線の配線イメージができるのと同じように、無線環境の設置イメー

ジができるようになってもらう
3. 簡単に設置できるイメージを持ってもらい、設定や無線LANの技術にも興味を持って

もらう
4. 無線アクセスポイントをHUBやスイッチと同じように気軽に設置してもらう！

アライドテレシス
情報通信設備協会(ITCA)向け 無線サーベイ基礎研修

資料２
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本部研修　INFORMATION

2019年度本部研修開催一覧
初級ネットワーク技術者研修 e-ラーニング版［情報ネットワークプランナー資格認定試験］

本学習コースは、e-ラーニング・Web 試験ですので、自宅等でマイペースに受講できます。
アライドテレシスアカデミー㈱が実施するe-Learning 版「はじめての TCP/IP」学習コースと同等です。

（全学習時間約 2.5 ～ 3 時間）
受講料（Web 試験１回分・資格認定料・消費税込み）：会員 14,040 円　非会員 21,060 円）

中級ネットワーク技術者研修（２日間）［情報ネットワークプランナー・マスター資格認定試験］
本学習コースは研修会場で受講後、各自で Web 試験を受けて頂きます。
受講料（Ｗｅｂ試験 1 回分・資格認定料・消費税込み）：会員 43,200 円　非会員 57,240 円

開催地 開催日程 募集人数 研修会場

東　京
   7月31日（水）～ 8月 1日（木） 10 東京都品川区 ＡＴ東京
11月27日（水）～     28日（木） 10 東京都品川区 ＡＴ東京

名古屋 8月21日（水）～     22日（木） 10 名古屋市東区 ＡＴ名古屋
金　沢 9月25日（水）～     26日（木） 10 金沢市 金沢流通会館
大　阪 8月28日（水）～     29日（木） 10 大阪市中央区 ＡＴ大阪
広　島 10月 2 日（水）～       3日（木） 8 広島市中区 ＡＴ広島
愛　媛 7月24日（水）～     25日（木） 10 松山市 ひめぎんホール別館
福　岡 7月 9日（火）～     10日（水） 10 福岡市南区 ㈱キューオキ　会議室
仙　台 9月11日（水）～     12日（木） 10 仙台市青葉区 ＡＴ仙台
札　幌 9月 4日（水）～       5日（木） 10 札幌市北区 ＡＴ札幌

無線ＬＡＮ技術研修（1日間）［情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格認定試験］
本学習コースは、研修会場で受講後、各自で Web 試験を受けて頂きます。
受講料（Ｗｅｂ試験 1 回分・資格認定料・消費税込み）：会員 32,400 円　非会員 48,600 円

開催地 開催日程 募集人数 研修会場

東　京
8月 2日（金） 10 東京都品川区 ＡＴ東京

11月29日（金） 10 東京都品川区 ＡＴ東京
名古屋 8月23日（金） 10 名古屋市東区 ＡＴ名古屋
金　沢 9月27日（金） 10 金沢市 金沢流通会館
大　阪 8月30日（金） 10 大阪市中央区 ＡＴ大阪
広　島 10月 4日（金） 8 広島市中区 ＡＴ広島
愛　媛 7月26日（金） 10 松山市 ひめぎんホール別館
福　岡 7月11日（木） 10 福岡市南区 ㈱キューオキ　会議室
仙　台 9月13日（金） 10 仙台市青葉区 ＡＴ仙台
札　幌 9月 6日（金） 10 札幌市北区 ＡＴ札幌

中級 NW＆無線 LAN 一括研修（３日間）
［情報ネットプランナー・マスターと情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格認定試験］

本学習コースは、研修会場で受講後、各自で Web 試験を受けて頂きます。
受講料（Ｗｅｂ試験 2 回分・資格認定料・消費税込み）：会員 64,800 円　非会員 95,040 円

開催地 開催日程 募集人数 研修会場

東　京
7月31日（水）～ 8月 2日（金） 5 東京都品川区 ＡＴ東京

11月27日（水）～     29日（金） 5 東京都品川区 ＡＴ東京
名古屋 8月21日（水）～     23日（金） 5 名古屋市東区 ＡＴ名古屋
金　沢 9月25日（水）～     27日（金） 5 金沢市 金沢流通会館
大　阪 8月28日（水）～     30日（金） 5 大阪市中央区 ＡＴ大阪
広　島 10月 2日（水）～      4日（金） 5 広島市中区 ＡＴ広島
愛　媛 7月24日（水）～     26日（金） 5 松山市 ひめぎんホール別館
福　岡 7月 9日（火）～     11日（木） 5 福岡市南区 ㈱キューオキ　会議室
仙　台 9月11日（水）～     13日（金） 5 仙台市青葉区 ＡＴ仙台
札　幌 9月 4日（水）～      6日（金） 5 札幌市北区 ＡＴ札幌
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２０１９年度版｢中小企業施策利用ガイドブック｣のご案内

■「中小企業施策利用ガイドブック」の構成
　[ 中小企業支援施策 ]
　１．経営サポート： 技術力の強化、創業・ベンチャー支援、

経営革新支援、新たな事業活動支
援、知的財産支援、再生支援、雇
用・人材支援、海外展開支援、取引・
官公需支援、経営安定支援、小規
模企業支援

　２．金融サポート：融資制度、保証制度
　３．財務サポート：税制、会計、事業承継

　４．商業・地域サポート：商業・物流支援
　５．分野別サポート
　６．相談・情報提供：中小企業支援センターなど
　[ 問い合わせ先一覧 ]：官公庁・支援団体など

■本ガイドブックの入手方法
１．本ガイドブックは、次の中小企業庁のホームペー

ジからダウンロードできます。
　https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2019/

index.html
２．本ガイドブックの印刷版は、各地域の経済産業局、

商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企
業支援センターなどでも入手できますので、最寄り
の機関にお問い合わせください。

■お問い合わせ先
　中小企業庁広報相談室　電話：03-3501-1709
　URL：http://www.chusho.meti.go.jp/

この度、中小企業庁から「中小企業施策利用ガイドブック（2019年度版）」が発行されました。
本ガイドブックは、経営改善・資金繰り支援対策・震災対策など、中小企業者の方が施策をご利用される際の手引書として、
各支援制度の概要を紹介するものです。中小企業庁ホームページにおいても、閲覧・ダウンロードすることができますの
で、ぜひご活用されますようご案内いたします。

（出典：中小企業庁　2019 年度中小企業施策利用ガイドブック）

新会員（2019年4月1日～6月30日）

■通常会員
◎　会社名　　�アイ・マーキュリー株式会社
　　　　　　　（2019年4月24日入会）
　　所在地　　東京都千代田区　
　　代表者　　千釜　努　　
　　TEL　　　03-6265-1860
　　事業内容　 ネットワーク機器、音声機器、
　　　　　　　映像機器、セキュリティ機器等
　　　　　　　通信機器の輸入製造販売

◎　会社名　　株式会社ＹＳＫ�e-com
　　　　　　　（2019年4月24日入会）
　　所在地　　山梨県甲府市　
　　代表者　　飯室　元邦　　
　　TEL　　　055-236-1111
　　事業内容　情報サービス及びインフラ全般の
　　　　　　　工事業務

◎　会社名　　�株式会社カネタ商会
　　　　　　　（2019年5月8日入会）
　　所在地　　東京都江戸川区　
　　代表者　　金田　武美　　
　　TEL　　　03-3689-3790
　　事業内容　 ビジネスフォン設置、ＬＡＮ配線工

事全般、電気工事（ＯＡコンセント・
照明）、セキュリティ工事

◎　会社名　　株式会社ワンズディー
　　　　　　　（2019年6月7日入会）
　　所在地　　東京都港区　
　　代表者　　石井　唯行　　
　　TEL　　　03-6808-7035
　　事業内容　ケーブルテレビ会社の営業請負と
　　　　　　　関連する通信工事

◎　会社名　　日栄通信工業株式会社
　　　　　　　（2019年6月7日入会）
　　所在地　　福島県いわき市　
　　代表者　　梅本　栄治　　
　　TEL　　　0246-22-3280
　　事業内容　電気通信工事、ネットワークシステ

ムの設計・施工・保守

◎　会社名　　株式会社ナカデン
　　　　　　　（2019年6月20日入会）
　　所在地　　東京都新宿区　
　　代表者　　宮城　博　　
　　TEL　　　03-3341-0520
　　事業内容　移動体通信機器に伴う電波調査、各

種通信設備工事、通信機器インター
フェース製作、その他付随業務
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地方本部 　総会・懇親会報告

北海道

日程 2019 年 5 月27日（月）
時間

総　会　　16：30 ～ 17：10
表彰式　　17：15 ～ 17：25　
懇親会　　17：30 ～ 19：00会場 ホテルノースシティ（札幌市中央区南 9 条西 1 丁目）

■第 65 回北海道地方本部定時総会
　第 65 回定時総会はホテルノースシティで開催し、第 1 号議
案から第 4 号議案まで審議承認されました。
　第 5 号議案では熊谷新監事が選任承認され、全ての審議
を滞りなく終了しました。

１．定数　会員数：28 社　出席者：17 社　委任状：11 社
２．議事　第 1 号議案　2018 年度事業報告

第 2 号議案　2018 年度収支決算報告・監査報告
第 3 号議案　2019 年度事業計画（案）
第 4 号議案　2019 年度収支予算（案）
第 5 号議案　役員選任の件

■ 2019 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に基づ
き2 社 3 名の表彰を行い、渡辺本部長から表彰状と記念品
が授与され、受賞者を代表し扶桑電通株式会社北海道支店
の藤原裕喜様が受賞の喜びと感謝の言葉を述べられました。

■ 2019 年度定時総会懇親会
　懇親会は同ホテルあしりべつの間に会場を移し、渡辺本部長

（北第百通信電気株式会社 社長）の乾杯音頭によって賑や
かに懇親会が行われました。
　
　懇親会では日本電気株式会社 北海道支社長 本田浩様か
らのご挨拶から始まり、多くの出席者の皆様からユーモア溢れ
るご挨拶がありました。
  懇親会中盤には今回の司会を務めていただいた笹原事務局
長が今年度退任することから、会員の皆様へお礼の挨拶があ
り7 年もの長きにわたり情報通信設備協会の発展に尽力された
功績に会場の会員からお礼と感謝の拍手が沸き上がりました。

　締めの挨拶を日本コムシス株式会社北海道支店 IT 部長 
星様からいただきお開きとなりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

参加者は 17 社 27 名でした。

総会模様 永年勤続表彰模様 懇親会模様

東北

日程 2019 年 5 月21日（火）
時間

総　会　　　15：00 ～ 16：15
電気通信施工管理技士の説明会
　　　　　　16：15 ～ 17：00
懇親会　　　17：00 ～ 19：00会場 ハーネル仙台（仙台市青葉区本町 2-12-7）

■第 65 回東北地方本部定時総会
　第 65 回定時総会はハーネル仙台で開催し、19 社 26 名の
参加がありました。
　竹内本部長の挨拶の後、第 1 号議案から第 6 号議案まで
審議を行い滞りなく了承されました。
　今回は役員の変更議案があり承認されました。

１．定数　会員数 33 名　出席者 19 名　委任状　9 名
２．議事
　　第 1 号議案　平成 30 年度事業報告
　　第 2 号議案　平成 30 年度収支決算報告
　　第 3 号議案　会計監査報告
　　第 4 号議案　令和元年度事業計画（案）
　　第 5 号議案　令和元年度収支予算（案）
　　第 6 号事案　その他
　　　　　　　　　役員変更の件
　　　　　　　　　工事担任者試験対応セミナーの件
　30 年度事業報告の中で、北海道地方本部との交流会の
中断と事務所移転の経過報告を致しました。
　今年度は永年勤続表彰はありませんでした。
　総会終了後、電気通信施工管理技士の試験についての説
明会を行いました。説明会の後、懇親会を行いました。

■電気通信施工管理技士の試験の説明会
　当会員でもあり建電協の役員をしております河北通信工業㈱
小島専務より試験についての説明をしていただきました。講習
で使用される教本を回覧し試験対象範囲の広さを認識してい
ただきました。受験資格等や試験出題傾向等のお話及び今後
の本資格の重要性等の説明をしていただきました。非常に有
意義な説明でありました。

■懇親会
　新役員扶桑電通㈱東北支店の長縄支店長の御挨拶、乾
杯の音頭で賑 し々く開催致しました。
　最後の締めは新会員の㈲ティ・エヌ・エス　井上社長にお
願いしお開きとなりました。　                                        

参加者は 19 社 26 名でした。

総会会場風景
懇親会会場風景
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信越

日程 2019 年 5 月28日（火）
時間

　総　会　　　15：00 ～ 16：00
　勉強会　　　16：15 ～ 17：45　　　　　　
　懇親会　　　18：00 ～ 20：00会場 アートホテル新潟（新潟市中央区笹口１丁目１番地）

■第 65 回信越地方本部定時総会
　総会前に行われた地方幹事会に引き続き開催されました。
　樋口本部長のあいさつの後、第 1 号議案から第 5 号議案
まで審議が行われ、すべて原案通り承認されました。

１．定数　会員数 11 社　出席者 9 名
２．議事
　第 1 号議案　平成 30 年度事業報告
　第 2 号議案　平成 30 年度収支決算報告及び会計監査報告
　第 3 号議案　令和元年度事業計画（案）
　第 4 号議案　令和元年度収支予算（案）
　第 5 号議案　役員改選の件

本年は役員改選時期ではありませんが、本部長交代につい
てすでに開催された地方幹事会で承認済みであり、そのた
め、総会にて承認をお願いし下記の通り改選されました。

新本部長　品田道雄（品田通信電設株式会社代表取締
役）本総会終了をもって着任されることが紹介されました。

３．永年勤続表彰が行われ 5 名の方が表彰されました。　
　　水戸　豊　　北陸電々株式会社
　　中村秀樹　　株式会社三惠システム　　　　　　
　　木村智一　　株式会社東西電気商会
　　本多洋志　　株式会社東西電気商会
　　木村健一　　株式会社東西電気商会 

■勉強会 
初任給で " 防犯電話 "を送ろう　新潟県警の取り組みにつ
きまして　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
講師　新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課　　
　　　関口　陽子　課長補佐

■懇親会 
　勉強会終了後、総勢 23 名の参加で懇親を深めました。
　本年 3 月末で勇退された、前事務局長の青海宏氏からご
あいさついただき、和気あいあいの中での開催となりました。
　本日で退任されました、樋口正仁前本部長（双峰通信工
業株式会社代表取締役）の中締めで、お開きとなりました。
　　　　　　　　　

関東

日程 2019 年 5 月22日（水）
時間

総会　　　　　15：00 ～ 16：10
永年勤続表彰　16：20 ～ 16：35
懇親会　　　　17：00 ～ 18：30会場 メルパルク東京　（東京都港区芝公園 2-5-20）

■第 64 回関東地方本部定時総会
　第 64 回定時総会は東京都港区のメルパルク東京で開催し、
第 1 号議案から第 4 号議案まで審議を行い滞りなく議案審議
が了承されました。

１．定数　会員数　236 名　出席者 47 名　委任状 103 名
２．議事　第 1 号議案　平成 30 年度事業報告

第 2 号議案　平成 30年度収支決算報告・監査報告
第 3 号議案　令和元年度事業計画（案）
第 4 号議案　令和元年度収支予算（案）

　　　　　
■第 64 回永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に基
づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上勤務し、
勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、11 社 22 名が受賞さ
れました。
　協会本部の代理として、関東地方本部の今井本部長がお
祝いの言葉を述べられたあと、受賞者を代表して、英工電機
株式会社 玉置昌勝様に表彰状と記念品が授与されました。

■第 64 回定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております総務省関東総合
通信局　の山下俊浩様、通信事業者やメーカーなどの関係
業界や関係団体のご来賓の皆様や多数の会員企業の皆様に
出席していただきました。今井関東地方本部長の挨拶、ご来
賓の皆様のご挨拶に続いて協会本部　大輪理事長の乾杯の
音頭によって、賑やかに懇親会が行われました。

懇親会次第
司会　　　　教育委員長　　　　　　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　電気通信事業課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　山下　俊浩　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　　　　　　　長谷川浩正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総会・永年・懇親会詳細は、関東HP【令和元年6月発行イベント報告No.20】に掲載しています。http://kanto.itca.or.jp
総会会場風景 永年勤続従業員表彰式 懇親会会場風景

総会模様

勉強会模様 懇親会模様
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関西

日程 2019 年 5 月27日（月）

時間
総会　　　　　　　　　　　13：30 ～ 14：30
従業員表彰式　　　　　　　14：35 ～ 14：55
記念講演会　　　　　　　　15：00 ～ 15：55
従業員表彰祝賀会・会員交流会　16：00 ～ 17：30会場 中央電気倶楽部 5 階大ホール

 （大阪市北区堂島浜 2 丁目1-25）

■第 65 回関西地方本部定時総会
　第 65 回定時総会を大阪市北区の中央電気倶楽部で開催
し、第 1 号議案から第 4 号議案まで審議承認され、全ての
審議を行い滞りなく終了致しました。　　
１．定数　会員数　66 社　出席者 26 社　委任状 24 社
２．議事　第 1 号議案　平成 30 年度事業報告

第 2 号議案　平成 30 年度収支決算報告・監査報告
第 3 号議案　平成 31 年度事業計画
第 4 号議案　平成 31 年度収支予算

■平成 31 年度従業員表彰式
　従業員表彰は、協会本部会長表彰に 3 社 4 名（3 名出席）
が受賞され、地方本部長表彰に 5 社 13 名（9 名出席）が
表彰され表彰状と記念品が授与された。関西地方本部の松
本副本部長からお祝いの言葉が送られました。　

■ 2019 年 情報通信月間参加行事講演会
　『ICTを使う人・活用する人のためのやさしいネットワーク』
　ヤマハ㈱音響事業本部コミュニケーション事業統括部グルー
プ長の平野尚志様に東京からお越しいただき、現在ヤマハ㈱
で取組んでおられるルーターとネットワークについて講演していた
だきました。27 社 44 名の方が聴講されました。

■平成 31 年度従業表彰祝賀・会員交流会
　永年・優良従業員表彰を受賞した従業員と関西地方本部
会員との祝賀・交流会が中央電気倶楽部の大食堂において、
42 名が参加して賑やかに執り行われました。関西地方本部の
松本副本部長の司会のもと、田中常任幹事の乾杯のご発声
によって始まり、参加者一同は大いに懇親を深めました。

総会　本部長挨拶

従業員表彰・会員交流会永年従業員表彰 優良従業員表彰

東海

日程 2019 年 5 月21日（火）
時間

総会　　　　　15：00 ～ 16：30
永年勤続表彰　16：30 ～ 16：45
懇親会　　　　17：00 ～ 18：30会場 ローズコートホテル　（名古屋市中区大須 4-9-60）

■第 65 回　東海地方本部　定時地方総会
　第 65 回定時地方総会は名古屋市中区大須のローズコート
ホテルで開催し、第 1 号議案から第 5 号議案まで審議を行い
滞りなく議案審議が了承されました。

１．定数　会員数　54 名　出席者 31 名　委任状 25 名
２．議事　第 1 号議案　平成 30 年度　事業報告

第 2 号議案　平成 30 年度　収支決算報告
第 3 号議案　平成 30 年度　会計監査報告
第 4 号議案　2019 年度　事業計画（案）
第 5 号議案　2019 年度　収支予算書（案）

　　　　　
■第 65 回永年勤表彰式
　永年勤続表彰は、協会本部の業務運営規定に基づいて、
会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上勤務し、勤務
成績優秀な方 を々表彰するもので、東海地方本部表彰を含め
11 社 23 名が受賞されました。
　受賞者を代表して、千代田電子ｼｽﾃﾑ㈱ 石島信義様、扶
桑電通㈱森光春様に表彰状、表彰盾が授与されました。

■第 65 回定時地方総会　懇親会
　井上東海地方本部長の挨拶、乾杯の発声により、賑やか
に懇親会が行われました。

懇親会次第
司会　　　　事務局長　　　　　　　　濱田　雅春
本部長挨拶　本部長　　　　　　　　　井上　新一
乾杯　　　　本部長　　　　　　　　　井上　新一
中締め　　　幹事　　　　　　　　　　宇式　寛記

総会会場風景 永年勤続表彰式 集合写真

懇親会会場風景

講師　平野様 講演会
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北陸

日程 2019 年 5 月24日（金）
時間

総会　　　　　17：00 ～ 17：30
永年勤続表彰　17：30 ～ 17：35
懇親会　　　　17：40 ～ 19：40会場 ホテル日航金沢（金沢市本町 2-15-1）

■第 65 回北陸地方本部定時総会
　65 回定時総会は金沢市本町のホテル日航金沢で開催し、
嶋田本部長の挨拶の後、第 1 号議案から第 5 号議案まで審
議を行い滞りなく議案審議が了承されました。役員選任では新
本部長に早川信之氏（株式会社ほくつう　代表取締役社長）
が選任されました。

１．定数　会員数　18 名　出席者 12 名　委任状 5 名
２．議事　第 1 号議案　平成 30 年度事業報告

第 2 号議案　平成 30 年度収支決算報告・監査報告
第 3 号議案　令和元年度事業計画（案）
第 4 号議案　令和元年度収支予算（案）
第 5 号議案　役員選任について　　　　　

■令和元年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に基
づいて、会員歴 15 年以上の会社に引き続き20 年以上勤務し、
勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、2 社 2 名が受賞され
ました。
　協会本部の代理として、北陸地方本部の嶋田本部長から、
北信テレネックス株式会社　鎧塚元久様、株式会社ほくつう富
山支社　酒井雅通様、に表彰状と記念品が授与されました。

■令和元年度定時総会懇親会
　早川新本部長の挨拶、田中副本部長の乾杯の音頭によっ
て、賑やかに懇親会が行われました。

総会会場風景

中国

日程 2019 年 5 月17日（金）
時間

総　　会　　　　　15：00 ～ 15：30
永年勤続表彰　　　15：40 ～ 16：00
懇親会　　　　　　17：30 ～ 19：00会場 メルパルク広島　（広島県広島市中区基町 6-36）

■第 64 回中国地方本部定時総会
　第 64 回定時総会は広島市中区のメルパルク広島で開催し、
第 1 号議案から第 6 号議案まで審議を行い滞りなく議案審議
が了承されました。
１．定数　会員数　55 名　出席者 26 名　委任状 22 名
２．議事　第 1 号議案　　平成 30 年度事業報告

第 2 号議案　　平成 30 年度収支決算報告
第 3 号議案　　監査報告
第 4 号議案　　平成 31 年度事業計画（案）
第 5 号議案　　平成 31 年度収支予算（案）
第 6 号議案　　役員選任の件
その他

■平成 31 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に基
づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上勤務し、
勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、6 社 15 名が受賞され
ました。
  協会本部の代理として、中国地方本部の江角本部長がお
祝いの言葉を述べられたあと、受賞者に表彰状と記念品が授
与されました。

■平成 31 年度定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております多数の会員企業
の皆様に出席していただきました。江角中国地方本部長の挨
拶、中国地方本部河原幹事の乾杯の音頭によって、賑やか
に懇親会が行われました。

講演会　　16 時 00 分～ 17 時 30 分
演　題Ⅰ　「総務省の ICT 分野の取組み」
講　師　　総務省 中国総合通信局 情報通信部 
　　　　　　電気通信事業課長　福島生紀氏
演　題Ⅱ　「5G 時代に向けたドコモの取組み」
講　師　　株式会社ドコモＣＳ中国　
　　　　　取締役　経営企画部長　升元浩信氏

懇親会次第
司会　　　　副本部長　　　　　　竹中　　光　様
本部長挨拶　本部長　　　　　　　江角　　優　様　
乾杯の音頭　前幹事　　　　　　　河原　　厚　様　
中締め　　　幹事　　　　　　　　川谷　伸哉　様　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総会会場風景 永年勤続従業員表彰式 総務省様講演会模様 ドコモ様講演会模様

永年勤続従業員表彰式

懇親会会場風景



30

九州

日程 2019 年 5 月17日（金）
時間 総　会　16：30 ～ 18：00

懇親会　18：00 ～ 20：00会場 八百治博多ホテル（福岡市博多区博多駅前 4-9-2）

■第 65 回 九州地方本部定時総会
　第 65 回定時総会は福岡市博多区の八百治博多ホテルで
開催し、11 社 12 名の参加がありました。
　阿部本部長の挨拶の後、第 1 号議案から第 4 号議案まで
審議を行い滞りなく了承されました。

１．定数　会員数 29 名　出席者 11 名　委任状 18 名
２．議事
　　第 1 号議案　2018 年度事業報告
　　第 2 号議案　2018 年度収支決算報告・監査報告
　　第 3 号議案　2019 年度事業計画（案）
　　第 4 号議案　2019 年度収支予算（案）

■ 2018 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に基
づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上勤務し、
勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、2 社 2 名が受賞され、
地方本部の永年勤続表彰は 2 社 5 名が受賞されました。

■懇親会
　阿部本部長の挨拶、扶桑電通株式会社 善様の乾杯の音
頭で賑 し々く開催致しました。
　中締めは株式会社キューオキの土居部長にお願いし、お開
きとなりました。
　参加者は10 社 10 名､永年表彰者 1 名､事務局 2 名でした。

総会模様

表彰式模様

懇親会模様

四国

日程 2019 年 5 月24日（金）
時間 総会　　16：00 ～ 17：00

懇親会　17：20 ～ 18：50会場 ネストホテル松山

■第 66回四国地方本部定時総会
　第 66 回定時総会は愛媛県松山市のネストホテル松山で開
催し、第 1 号議案から第 5 号議案まで審議を行い滞りなく議
案審議が了承されました。

　１、定数　会員数　53 名　出席者 29 名　委任状 21 名
　２、議事　第 1 号議案　平成 30 年度事業報告

　第 2 号議案　平成 30 年度収支決算報告
　第 3 号議案　平成 30 年度監査報告
　第 4 号議案　令和元年度事業計画（案）
　第 5 号議案　令和元年度収支予算（案）　

■令和元年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に基
づいて、会員歴 15 年以上の会社に引き続き20 年以上勤務し、
勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、本年度は（株）フォ
ステクノ四国：中倉勘次様・嘉村建城様の 2 名が受賞され、
協会本部の代理として、四国地方本部の浜田展吉本部長か
ら、表彰状と記念品が授与されました。

■令和元年度定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております総務省四国総合
通信局から、情報通信部長「堀内和広」様、NTT 西日本
四国事業本部から、ビジネス営業部ビジネス戦略部門長「山
下健司」様、設備部設備企画担当課長「海沼義彦」様を
ご来賓としてお招きし、多数の会員企業の皆様にご出席して
いただきました。
　浜田四国地方本部長の挨拶、四国総合通信局堀内情報
通信部長の挨拶に続いて、NTT 西日本四国事業本部山下
ビジネス戦略部門長の乾杯の音頭によって、賑やかに懇親会
が行われました。
　翌日は親睦ゴルフ大会が奥道後ゴルフクラブで行われ、天
候にも恵まれ参加の皆様は和気あいあいの雰囲気で楽しまれま
した。

定時総会

永年勤続表彰

懇親会

親睦ゴルフ
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地方本部 　イベント報告

東海

日程 2019 年 6 月11日（火）
時間 13：30 ～ 16：00会場 愛知県産業労働センター「ウインクあいち」

９０６会議室
■情報通信月間参加行事

　「次世代情報通信を展望する」講演会の開催

　東海地方本部は2019 年 6月11日、情報通信月間参加行事としてセ
ミナーを開催いたしました。
　第 1 部
　　セミナー演題　情報通信行政の最近の動向
　　　　　　　　　　Society5.0 時代に向けた取組み
　　　　　　　　　　　～地域力強化プランと5Gの展開～
　　講演者　　　　総務省　東海総合通信局　情報通信部長
　　　　　　　　　　松澤　一砂　様
　第 2 部
　　セミナー演題　IoTとAIの活用
　　講演者　　　　沖電気工業㈱　情報通信事業本部
　　　　　　　　　　IoTプラットフォーム事業部　事業統括部長
　　　　　　　　　　　西田　慎一郎　様
　参加者　　　　　13 社　47 名
　東海地方本部においては、毎年、情報通信月間参加行事に参画し
ており、隔年で開催する情報通信フェア開催年は基調講演、特別講演
としてセミナーを実施しており、非開催年は単独で今年度の様なセミナー
を開催しております。
　既に、来年の情報通信フェア２０２０開催に向け活動を開始しています。
　開催日が確定いたしましたらお知らせいたしますので、是非とも多くの皆
様にご来場いただきますよう、よろしくお願いいたします。

関西

日程 2019 年 5 月16日（木）17日（金） 時間 9:15～17：00
研修名 前期・職長安全衛生責任者教育研修 会場 大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校

「前期・職長安全衛生責任者教育研修」を開催し、会員企業様 5 社
から7 名にご参加いただきました。この研修は、労働安全衛生法第 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い、労働災
害を防止することを訓練目的としています。

大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校での研修開催は初めてのことでし
たが、遅刻・欠席も無く参加受講者全員に職長安全衛生責任者教育
研修修了証が交付されました。

恒川業務委員長

沖電気工業㈱　
西田事業統括部長

東海総合通信局　松澤情報通信部長



32

委員会・理事会等模様

2019年度第1回総務財務委員会模様
１．日時　　　2019 年 5 月 14 日（火）
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 5 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、
　　　　　　　酒井章治委員、岸村智志委員、
　　　　　　　関東範一委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）2018 年度決算報告（総会第 2 号議案）につい

て
（2）会員の入退会状況について
（3）職務執行状況について
（4）顧問・参与人事の承認について
（5）従たる事務所の所在地変更について
（6）（参考）2018 年度決算組織別実績
（7）その他

2019年度第1回委員長会議模様
１．日時　　　2019 年 5 月 16 日（木）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 3 対地接続）
３．出席者　　坪内和人会長、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、
　　　　　　　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）2019 年度第 1 回理事会議題審議
　（第 65 回定時総会議案　等）

（3）その他

2019年度第1回理事会模様
１．日時　　　2019 年 5 月 23 日（木）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 6 対地接続）
３．出席者　　坪内和人会長、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、髙瀬幸雄、
　　　　　　　樋口正仁、藤田義明、嶋田泰嗣、
　　　　　　　吉本幸男、江角　優、浜田展吉、
　　　　　　　竹内　聰、渡辺敏郎　の各理事
　　　　　　　平野　毅、千田和子　の各監事
４．坪内会長挨拶要旨

会長の坪内です。令和、新元号の最初の理事会
という事で、いつも協会の活動にご協力頂きまして、
ありがとうございます。議題の中にも入っておりま
すが、当協会は会員企業によって支えられている一
般社団法人という位置づけですので、会員企業の数
の増減というのは、死活問題であります。会員企業
からの会費で支えられている団体という事で、各地
方本部、理事の方、役員の方、皆さん、会員増につ
いてご尽力頂いていると思います。今回、報告にあ
りますけれども、関東、関西、四国、北海道につい
ては、会員増に取組んで頂き、感謝申し上げたいと
思います。

ただ、数が増えれば良い話ではありません。前回
の理事会でも申しましたが、会員増そのものは大き
な課題ですが、協会の会員企業にとって、会員であ
ること、会費を払うことのメリットは何であるかと
いう事を、いつも我々は考えなければと思っており
ます。そういうメリットを少しでも増やして、それ
を感じてもらうという事が本部の務め、仕事である
と認識しています。

マーケットが安定している時は、いつもは競争相
手である企業同士が集まって情報交換したり、交流
したり仕事をやりやすくする。それによって全体が
潤うというのが一番大きなメリットであることは間
違いないことですが、最近のように状況が色々と変
化する、変化が激しい時の協会の任務は、もう少し
変わって来るのだと考えております。会員企業の中
には、先進的な企業もあり、どんどん新しい手を打っ
ていくところもありますが、全てがそうではありま
せん。そうした会員企業に対して協会全体として色々
な手を差し伸べていく、情報提供して最終的にそれ
ぞれの企業が上手く立ち行くように支援して行くこ
とが、こういった時代の協会の仕事ではないかと思っ
ております。

そういう意味では光のコラボですとか、オフィス
リンクの営業ですとか、あるいはアライドテレシス、
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ヤマハとの色々な協業体制を作ってそれを皆さんに
ご紹介するというのは、これまで打ってきた協会の
手ですけれども、これからもこういう形で色々な形
の新しい方向を示す、少し先の仕事についての方向
性を示すというのが今後の大きな仕事と思っており
ます。

本部はもちろんアンテナを高くして今後の状況
を見て参りますが、理事、監事の皆様方についても、
もう少し先の仕事がどうあるべきか、どうすべきか、
という事について是非ご一緒に考えて頂きたいと思
いますし、その為の検討ワーキングも立ち上げたい
と思っております。こうした中で、新しい時代の新
しい協会の在り方についてまた一緒に考えて行きた
いと、お願い申し上げまして挨拶と致します。宜し
くお願い致します。
5．大輪理事長挨拶要旨

お忙しい中、ご出席頂きましてありがとうござい
ます。今日の新聞を見ますとファーウェイ問題、P30
の新機種を各キャリアが全部購入しないと、導入し
ないと、またパナソニックもファーウェイとの取引
を全面停止というアナウンスが発表されました。格
安スマホで収益を上げている企業には大変難しい問
題に直面しているかなと思っております。

会長の話にもありますように、5G もプレサービス
が 9 月から始まりますけれども、すぐ立ち上がって
変わるというものではなく、eLTE（enhanced LTE）
という既存の上に新しい周波数、高い周波数対応を
乗せるという事ですから、実質に皆さんが本当に使
うようになれるのは 2020 年位だと思います。先日も
関東の総会の懇親会の席でご挨拶させて頂きました
けれども、5G を軸とした BtoBtoX という新しいキャ
リアと我々パートナー、メーカーというものが新ビ
ジネスを創出して競争し、そしてコンシューマー、
企業に届けるということがあります。ドコモも今、
オフィスリンクから IoT を導入してさらにアライア
ンスを深めて、やって行きたいと考えているようです。

本日は、本部の総会の審議が大半でございます。
ただ最終的な収支決算、前期の収支決算が大幅な黒
字となりまして、970 万位の黒字という事になりま
す。2019 年度は、公益目的事業も最終年度を迎えて
おりますので、前期の好決算の影響を受け公益目的
事業を予定通り終了するためには、研修の参加人数
等考慮頂き、開催に向けご協力頂きますようお願い
し、私のご挨拶とさせていただきます。
6．議事内容
（審議模様）

2019 年度第 1 回理事会議題について次のとおり審
議した。
（1）第 65 回定時総会議案について
　　山内専務理事は、資料－１「２０１８年度事業

報告＜総会第 1 号議案＞」～資料－６「役員の選
任（理事、監事、補欠理事候補）＜総会第 5 号議案＞」
について、その内容について具体的な説明を行い、
異議なく議決した。

（2）総会スケジュール等について
　山内専務理事は、資料－７「総会スケジュール等」
について説明し、異議なく議決した。

（3）会員の入退会について
山内専務理事は、資料－８「会員の入退会」に

ついて説明し、異議なく議決した。
（4）顧問・参与の人事について
　　山内専務理事は、資料－９「顧問・参与の人事」

について説明し、異議なく議決した。
（5）従たる事務所の所在地変更について
　　山内専務理事は、資料－ 10「従たる事務所の所

在地変更」について説明し、異議なく議決した。
　（報告事項）
（6）職務執行状況報告
　　山内専務理事は、資料－ 11「職務執行状況報告」

を説明し、承認された。
（7）ITCA 事業運営検討 WG（仮称）メンバー選出
　　山内専務理事は、資料－ 12「ITCA 事業運営検

討 WG（仮称）メンバー選出」を説明し、承認された。
（8）2019 年度委員会名簿
　　山内専務理事は、資料－ 13「２０１９年度委員

会名簿」を説明し、承認された。
（9）その他
　　山内専務理事は、資料－ 14 ～ 16「その他（1）

部外団体加入・役員等就任状況、（2）議事録ローテー
ションと総会担務、（3）会議日程」を説明し、承
認された。

理事会メンバー
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LAN

242  6 44   - 13 - 44 - 7 - 80 3

11 - 4 - 1  - 3 - 5 -

62 - 9 - 3 - 3 - 1 - 23 1

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

66 - 15  - 10 - 2 - 18 1

55 - 10   - 4 - 2 - 10 -

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

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

33 - 4 - 1 - 2 - 5 -

28 - 8 - 1 - 3 - 1 - 11 -

596  5 107  - 22 - 77  1 19 - 184 5

15 -

611   5 107  - 22 - 77  1 19 - 184  5

2019 6 30

LAN LAN
HP LAN

NTT
H29 12

H29.4

H30.6

2018

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

〒
東京都中央区八丁堀 エンパイヤビル 階

＜パートナー＞
ドコモ／ ／

／日本マイクロソフト／
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 〒950-0901
 

新潟市中央区弁天3-3-5 新潟マンション210号室 TEL 025-244-2151 sinetsu@itca.or.jp

 

全国地方本部

東海地方本部 〒460-0016
 

名古屋市中区橘1-7-33 センタービル1Ｆ TEL 052-253-7868 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 〒064-0805
 

札幌市中央区南5条西22-2-12 北第百通信電気㈱内 TEL 011-530-1800 hokkaido@itca.or.jp

皆さんは、仕事で文章や数字を入
力してから「目視」だけで確認していま
せんか？目で確認することはもちろんで
すが「耳」でも確認してみませんか？
ワード、エクセルには便利な「読み上げ
機能」があります。初期設定されてな
いかもしれませんので「校閲」の中に
機能が無い場合は、設定マニュアルを
検索して機能を追加してみてくださ
い。「読み上げ機能」は完璧な発音で
はないので注意する必要があります
が、文章の構成・誤字脱字が確認でき
ると思います。「働き方改革」に向けて
各企業がAIを活用したサービスやソ
リューションを提供していますが、今あ
るソフトをフル活用することも「働き方
改革」に繋がると思います。

（編集委員）
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