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本号の特集は、10月から実施されま
す消費税の引き上げに伴い「消費税
の軽減税率制度」をご紹介していま
す。私たちの食生活に関わる飲食料
品が8％と10％に区分されます。内食と
外食では消費税が異なり、スーパーや
コンビニで買ってもイートインで食べる
と外食扱いになりますので気を付けな
ければなりません。政府広報Webサイ
トでは、引き上げに伴う対応として「自
動車の購入の支援」「住宅の購入等
の支援」「キャッシュレス決済に対する
ポイント還元制度」「マイナンバーカード
を活用した消費活性化策」等の情報
を掲載しております。消費税が上がっ
ても賢く購入をするために情報収集を
することが大切だと思います。
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編集後記

編集委員長
　栩谷　晴雄

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

通信委員
　河内　康志
　濱田　雅春
　指江　雅夫
　江見　重和
　渡辺　博明
　上原　昇
　阿部　准定
　佐々木勝夫
　矢島　三広

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

ITCAvol53h1-4.indd   2 2019/09/03   15:19



ITCA憲章

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

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

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

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

3.協会は、各種教育研修、新サービス・新技術に関する調査研究などの取組みを推進し、会員の技術力・サー
ビス力の向上を支援します。

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

ITCA憲章 ５Ｇをえがく ドコモソリューション
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FRONT VOICE

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長　池松　伸雄

お客様にとって価値のある製品・サービスを提供したい

秋晴の候、皆様におかれましては、ますますご清

栄のことと心よりお喜び申し上げます。

　会員の皆様には、日頃から格別のお引き立てを賜

わり、厚く御礼申し上げます。

弊社は昨年、本社に新たな研究開発拠点「イノベー

ションセンター」を開設いたしました。「イノベー

ションセンター」は、これまで製品分野別に分かれ

ていた基礎研究や設計技術者の大半にあたる約 2,500

人を集め、組織の壁を越えた新たな価値創造を目指

す拠点で、社内外との交流で「共創」を生み、新た

な技術や製品開発につなげています。また 1 階には

弊社の製品や技術開発の歴史、最新技術などを展示

する「イノベーションロード」を設置しております。

一般のお客様にも見学していただけますので、是非

お越しください。

さて、弊社のネットワーク製品は、ネットワーク

トラブルが発生した場合に速やかに解決に導くなど、

安心できるネットワーク構築に向けた「LAN の見

える化」を推進しており、LAN の運用・管理の負

担を軽減する「LAN マップ」機能が特徴です。L3

スイッチの製品化により、ルーターの無い環境でも

LAN マップをご利用いただけ、柔軟に組み合わせ

が可能になりました。

ルーターは IPv6 対応により PPPoE 回線のスルー

プット不足を解消、弊社の「ネットボランチ DNS

サービス」においても IPv6 環境でのインターネッ

ト VPN 構築に対応など急迫した現場課題に応えな

がら、クラウド型ネットワーク統合管理サービス

「YNO」との連携機能も一層強化して参ります。ま

たこの 9 月には企業向ハードウェアルーターで培っ

た技術や設定ノウハウを継承した、仮想ルーター

『vRX』のソフトウェアライセンスを AWS（Amazon 

Web Services）版として発売、更に安定的にかつ確

実にクラウドへ接続したいというニーズにもお応え

していきます。

また、UC 製品は遠隔会議での音声デバイスが国

内外において大変好評をいただいております。近年

の企業では打合せコーナーを積極的に活用、短時間

で結果を出すワークスタイルや、外出先、自宅など

でのテレワークが推進されており、さらにこれら打

合せコーナー、テレワークにて遠隔会議も行われる

ようになってきております。弊社はそれぞれの場

所に最適な遠隔会議用デバイスとして「CS-700」や

「YVC-200」を発売、「働き方改革」の推進にも貢献

してまいります。

今後もネットワークと音の技術で、お客様の「つ

なぐ」をもっと便利に、快適にするための価値ある

製品・サービスを提供できるよう精進し、会員の皆

様との連携強化によって、皆様の事業拡大に貢献で

きるよう取り組んでまいります。今後ともご指導ご

鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
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地方本部だより

【青年部会発足と機材展開催】
東海地方本部青年部会は昭和 28 年 12 月当時の郵政大

臣の認可のもと「社団法人全国 PBX 設備協会東海地方
本部」として発足してから 28 年後の昭和 56 年 10 月に
青年部会発足準備会合が開催され、会則、活動目的など
を制定、翌昭和 57 年 5 月に第 1 回青年部会定時総会を
開催し、会員 20 名で発足しました。
　発足当初は保守料金、新しい保守の在り方の検討など
を行っていましたが、平成 3 年に「技術改良、労働力問題、
時短」の 3 小委員会を発足し、当時の課題解決などの検
討を始めました。
　平成 5 年 10 月にこの技術改良小委員会より具体的施
策として「情報通信機材展」開催が提案されました。こ
の時代のネットワーク技術は高速ディジタル回線、TDM

（時分割多重化装置）、PBX が中核でしたが、UTP を利
用したイーサネット（LAN）が使われ始め、新たなネッ
トワーク技術、接続技術╱工法が要求されつつありまし
た。その流れを受け、翌、平成 6 年 2 月に「第 1 回情報
通信機材展」を愛知県中小企業振興会館にて出展社数 23
社で開催されました。また、これより隔年で展示会を開
催する事も確認されました。
　開催会場も建替え前の愛知県中小企業センター、吹上
ホール、名古屋国際会議場などを利用してきましたが、
第 10 回からはウインクあいち 6 階展示場を利用してい
ます。

【情報通信フェア会場の予約】
　情報通信フェア開催準備の最初に行う段取りは、会場
の予約です。最近利用しているウインクあいちの展示場
予約は開催月の 13 か月前に受付が行われます。情報通

信月間参加行事として登録もしますので、原則は開催年
の 5 月または 6 月の 13 か月前に予約を行います。以前
は比較的容易に予約が出来ていましたが、会場の利便性
が良い事などにより利用者が増加しており、なかなか希
望日の予約が難しくなってきました。特に第 14 回『情
報通信フェア 2020』はオリンピックイヤーでもあり、利
用希望が重複し 4 月、5 月は全く予約できない状況でし
た。予約は先着順ではなく、イベントの規模、開催日の
長さなど大きなイベントが優先されます。また、国、県
などの特別なイベントがある場合は、優先して予約され
てしまいます。2020 年はどこの会場もオリンピック絡み
の予約が多数あり、5 月、6 月の予約は出来ませんでした。
情報通信月間推進協議会に相談し、情報通信月間の前後
1 か月であれば、参加行事として認められる事を確認し、
やっと 7 月の予約を取る事が出来ました。

【出展企業の募集】
展示会場の予約が確定すると、次に行うのが出展企業

の募集となります。東海地方本部の場合、販社会員企業
が 3 社、メーカが 1 社在籍されておりますので、これら
の会員企業から過去の出展企業、販社企業個々に繋がり
が深いメーカ企業などに出展の打診を行う事になります。
ウインクあいちで開催する様になってからは 42 社余り
の出展企業で推移していますが、会場の規模、展示場内
セミナー、休憩コーナー、お楽しみ抽選会場などのスペー
スを考慮すると、この出展数が最大数と考えられます。

出展企業が確定すると、出展場所の配置、出展ブース
に必要な備品、電源コンセントの必要数など実際の出展
状況を想定し、出展企業の希望を集約・調整すると共に
展示ブース設営業者との調整が始まります。

東海地方本部青年部会は隔年で情報通信フェアを開催しております。1994年（平成6年）に第1回情報通信機材展として開催して以
来、2018年（平成30年）に第13回機材展『情報通信フェア2018』を開催いたしました。現在、オリンピックイヤーの2020年に第
14回『情報通信フェア2020』（仮称）開催に向け、準備を進めております。
情報通信フェア開催主幹の青年部会のこれまでの取組み、来年開催の『情報通信フェア2020』の準備状況等についてご紹介いたします。

『情報通信フェア』開催の取組み
一般社団法人情報通信設備協会　東海地方本部

事務局長　濱田　雅春

開催回 開催年月 開催場所 出展社数 サブタイトル
1 平成　６年２月 愛知県中小企業センター 23 －－－
2 平成　８年５月 愛知県中小企業センター －－－
3 平成１０年５月 愛知県中小企業センター －－－
4 平成１２年５月 吹上ホール －－－
5 平成１４年５月 吹上ホール 50 ブロードバンド時代との融合
6 平成１６年５月 名古屋国際会議場 45 ＩＰ時代のネットワークソリューション
7 平成１８年５月 吹上ホール 62 ユビキタス時代に向けて
8 平成２０年５月 吹上ホール 52 ユビキタスネットワーク社会実現に向けて
9 平成２２年５月 吹上ホール 42 グリーン ICT・セキュリティの見える化
10 平成２４年５月 ウインクあいち 40 ＩＣＴの中核、情報NWの総合展示会
11 平成２６年５月 ウインクあいち 42 最新 ICTが集結！情報ネットワークの総合展示会
12 平成２８年５月 ウインクあいち 41 ＩｏＴの新時代！情報ネットワークの総合展示会
13 平成３０年６月 ウインクあいち 42 ＩｏＴの新時代！情報ネットワークの総合展示会
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【リーフレットの作成】
次は、集客のためのリーフレット作成が始まります。

この時点確定する必要があるのは出展企業、特別講演、
基調講演の演題／講師、出展社セミナーの回数、お楽し
みプレゼントの目玉商品、フェアのサブタイトル後援、
協賛団体の確約など、様々な項目を決定する必要があり
ます。

多くの手間がかかりますが、このリーフレットが出展
企業、販社会員、会員企業などの集客ツールとなるため、
期日までにミスの無いものを作成する必要があります。

【『情報通信フェア 2020』開催に向けて】
冒頭に記述したように、『情報通信フェア 2020』開催

に向け会場の予約に思わぬ紆余曲折がありましたが開催
に向けた準備が始まりました。タイムスケジュールを作
成し一つ一つこなして行き、盛大な展示会を開催したい
と考えております。

開催に向けての大まかな準備作業の概要をご説明いた
しました。

東海地方本部青年部会、東海地方本部事務局が実行部
隊となりますが、東海地方本部会員企業、あるいは本部
事務局にはお願いする事もあるかと思います。その節は
ご協力をよろしくお願いいたします。

また、会員企業の皆様、会員企業のお客様など多くの
方々のご来場をお待ちしております。

　第 14 回『情報通信フェア 2020』（仮称）の開催日は、2020 年 7 月 8 日（水）～ 9 日（木）です。

開催回 開催年月 開催場所 出展社数 サブタイトル
1 平成　６年２月 愛知県中小企業センター 23 －－－
2 平成　８年５月 愛知県中小企業センター －－－
3 平成１０年５月 愛知県中小企業センター －－－
4 平成１２年５月 吹上ホール －－－
5 平成１４年５月 吹上ホール 50 ブロードバンド時代との融合
6 平成１６年５月 名古屋国際会議場 45 ＩＰ時代のネットワークソリューション
7 平成１８年５月 吹上ホール 62 ユビキタス時代に向けて
8 平成２０年５月 吹上ホール 52 ユビキタスネットワーク社会実現に向けて
9 平成２２年５月 吹上ホール 42 グリーン ICT・セキュリティの見える化
10 平成２４年５月 ウインクあいち 40 ＩＣＴの中核、情報NWの総合展示会
11 平成２６年５月 ウインクあいち 42 最新 ICTが集結！情報ネットワークの総合展示会
12 平成２８年５月 ウインクあいち 41 ＩｏＴの新時代！情報ネットワークの総合展示会
13 平成３０年６月 ウインクあいち 42 ＩｏＴの新時代！情報ネットワークの総合展示会

ウインクあいち 吹上ホール 名古屋国際展示場

前回「情報通信フェア」のリーフレット

前回「情報通信フェア2018」のタイムスケジュール
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業界ニュース　6月 

　IDC Japan ㈱は、2019 年 4 月に実施した、国内ユーザー企業 829 社の情報セキュリティ対策の実態調査結果を発表
した。2019 年度（会計年）の情報セキュリティ投資（新規導入／既存強化）を増加する企業は、エンドポイント対
策 Web セキュリティ、ネットワークの順で多いことが判明した。また約 6 割の企業では、セキュリティ予算は決め
られておらず、投資額は前年度と変わらないと回答している。さらに、2020 年に開催される東京オリンピック／パ
ラリンピックに向けたセキュリティ対策状況について尋ねたところ、「実施した（8.9%）」、「これから実施する計画が
ある（18.1%）」となり、対策項目は、ウイルス対策、メッセージセキュリティ、Web セキュリティの順で、既存対
策を強化する企業が多い結果だった。今回の調査では、新たに CSIRT および SOC の設置状況について尋ねた。3,000
人以上の企業ではいずれも 50％近くの設置状況であり、セキュリティ体制の強化が従業員数に比例する傾向が見ら
れた。懸念するセキュリティ脅威と、セキュリティ導入の際の課題については、リスクゼロにすることが難しい「未
知のマルウェアやゼロデイ攻撃」で 59.4％、「部内者の人的ミスによるインシデント」で 54.6％の企業が脅威と回答
している。セキュリティ導入の際の課題は、「予算の確保」「導入効果の測定が困難」と回答した企業が多く、投資対
効果を経営層から求められる為、課題として顕在化している企業が多いと IDC は考えている。

（URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ45163119 ）

ＩＤＣＪａｐａｎが２０１９年国内企業の情報セキュリティ対策 実態調査結果を発表

　セイコーソリューションズ㈱は、施設内の時計をシステム時刻と同期するネットワーク型時計「NTP クロック」の無
線 LAN 対応モデルを新たに開発し、2020 年 1 月より販売開始する予定である。「NTP クロック」は、ネットワークにつ
ながっているパソコンや各種システムと同様に、NTP サーバーから配信される時刻を表示するネットワーク型時計であ
る。2019 年 2 月より提供を開始している PoE 対応モデルに加え、今回、無線 LAN 環境での時刻補正が可能なモデルを
ラインアップした。電池駆動のため、配線工事の必要がなく一般の時計と同様の手軽さで設置が可能である。工場、学
校、病院、オフィスといった施設内において、これまで標準電波が届きにくかった建物の奥まった場所（閉鎖空間）や
地下でも正確な時刻を表示することができる。また、既存の LAN 環境に時計システムを集約し、専用の監視ソフトウ
エアを使用することで一元的に監視、管理を行えることから、これまでも国内外において交通や医療の現場などから多
くの引き合いがある。お問い合わせ先：セイコーソリューションズ㈱　ネットワークソリューション本部 NS 営業 3 部
　TEL:043-273-3184（URL: https://www.seiko-sol.co.jp/archives/43177/ ）

セイコーソリューションズのネットワーク型時計「ＮＴＰクロック」が無線ＬＡＮに対応

　富士通㈱は、音をからだで感じるユーザインタフェース「Ontenna」を活用したイベント支援サービスの提供を 2019
年 7 月より開始した。また、ろう学校の教育現場での利活用を目的に、2019 年 6 月 11 日より、30 校のろう学校から一
部先行して「Ontenna」の体験版を無償で提供した。「Ontenna」は、髪の毛や襟元など
に身に付け、振動と光によって音の特徴をからだで感じるユーザーインタフェースであ
り、聴覚・障がい者・ろう者と協働で開発した。特徴は、約 60 ～ 90dB の音を 256 段階
の振動と光の強さに変換して伝達。リアルタイムに音源の鳴動パターンを伝達すること
で、音のリズムやパターン、大きさを知覚することが可能。ヘアピンのように髪の毛に
装着できるほか、補聴器や人工内耳を使用しているユーザも服や襟元などに取り付けて
使用可能。マグネット式充電で容易に充電でき、利用者の負担が軽減。お問い合わせ先：
富士通コンタクトライン　TEL:0120-933-200

（URL: https://pr.fujitsu.com/jp/news/2019/06/11.html ）

富士通が音をからだで感じるユーザインタフェース「Ｏｎｔｅｎｎａ」イベント支援サービスを提供開始

Ontenna

　NTT テクノクロス㈱は、自社オフィスを離れて客先・現場で働くフィールド業務の報告を効率化する新サービス「わ
くレポ！」を 2019 年 7 月 1 日より提供開始した。「わくレポ！」は、スマートフォンから業務報告、写真撮影、ドキュ
メント参照が簡単にできるサービスである。移動時間を削減し、スピーディーな業務報告によって更なる働き方改革を
実現する。特長は、①会社に戻らずスマートフォンから業務報告が可能に②導入が簡単、ペーパーレス化にも貢献③マニュ
アルなどの資料もスマートフォンでセキュアに閲覧可能　価格（税別）：基本利用料　1 ライセンス　月額 300 円　オプ
ション（ドキュメント閲覧機能）利用料　1 ライセンス　月額 300 円　お問い合わせ先：NTT テクノクロス㈱

（URL: https://www.ntt-tx.co.jp/whatsnew/2019/190624.html ）

ＮＴＴテクノクロスが現場業務の報告をスマートフォンで実現する新サービス「わくレポ！」を販売開始
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　㈱バッファローは、法人向け NAS「テ
ラスステーション」の新ラインナップ

「TS6000 シリーズ」を発売した。デスク
トップタイプの「TS6200DN シリーズ」

「TS6400DN シリーズ」、およびラックマ
ウントモデル「TS6400RN シリーズ」の
3 シリーズをラインナップし、2019 年 7
月上旬より順次販売を開始する。本商品
は、10GbE 対応の法人向け NAS「テラスステーション TS5010 シリーズ」で定評のある基本機能を踏襲しながら、ファ
イルサーバー用途やメインサーバーの大容量増設ストレージ用途に求められる各種機能を追加した法人向け NAS の新
ラインナップである。バッファロー製 NAS として初めて、指定した時刻に瞬時に復元ポイントを作成する「スナップ
ショット機能」を搭載。ファイル誤削除や編集ミスなどの状況からの復元を可能にする。さらに「スナップショット」
にバックアップを組み合わせた「スナップショットバックアップ」に対応。バックアップに指定した時刻のファイル構
成のまま、バックアップ先へデータを保存できる。価格（税抜）：128,000 円～　お問い合わせ先：㈱バッファロー HP
お問い合わせフォーム：https://www.buff alo.jp/support/other/inquiry.html

（URL: https://www.buff alo.jp/press/detail/20190605-01.html ）

バッファローが信頼性をより高めた法人向けＮＡＳ「テラスステーションＴＳ６０００シリーズ」を発売

TS640RNシリーズ TS6200DNシリーズ　TS6400DNシリーズ

NEC ディスプレイソリューションズ㈱は、「ビューライトシリーズ」の新製品として、静音性能を向上させた明
るさ 6,000 ルーメンのフィルターレス液晶プロジェクター「NP-P605ULJL」を、2019 年 7 月下旬より出荷開始する。
本製品は、長寿命、約 20,000 時間の利用が可能なレーザー光源の採用と、独自の密閉循環冷却構造の効率化により、
安定した投写品質を保ちつつ、19dB（エコモード時）の静音を
実現した。また、レーザー光源の採用と光学エンジンユニットの
密閉化により、従来のランプ交換およびフィルターが不要となり、
メンテナンスの手間と経費が削減できる。価格：オープン価格　
お問い合わせ先：NEC ディスプレイソリューションズ㈱お問い
合わせ先入力フォームへ
（URL: https://www.nec-display.com/press/2019/0612.html ）

ＮＥＣディスプレイソリューションズが静音性能を向上させた明るさ６，０００ルーメンの液晶プロジェク
ターを新発売

NP-P605ULJL

　KDDI ㈱は、大切なヒトやモノの現在位置や移動経路を見える化することを目的とした、IoT クラウドサービス「KDDI 
IoT クラウド～ Pocket GPS ～」を 2019 年 7 月 29 日より提供開始した。Pocket GPS 端末は、電源ボタンと通知ボタンだ
けのシンプルな設計で容易に利用可能である。SOS ボタンの緊急通知や電池残量低下通知にも対応しており、1 回のフ
ル充電で約 7 日間の連続使用（10 分間隔 12 時間測位時）ができる。スマートフォンの専用アプリから、Pocket GPS 端
末に PUSH 通知するジオフェンス機能を備えている。また、法人のお客様向けに端末情報の閲覧や設定が可能な管理コ
ンソールを用意しており、利用中の Pocket GPS 端末を一元管理できる。さらに、ウェブ API による外部システムと連
携機能を用いて、位置データを利活用することも可能である。価格（税別）：端末買取プラン（初期登録料 25,000 円／社
　端末代金 12,100 円／台　月額サービス利用料 450 円／台）、端末レンタルプラン（初期登録料 25,000 円／社　サービス
利用料 450 円／台　月額端末レンタル 36 ケ月料金　380 円／台）　お問い合わせ先：KDDI ㈱　法人お客さまセンター　
TEL:0120-921-919（URL: https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2019/06/21/3871.html ）

ＫＤＤＩが「ＫＤＤＩ ＩｏＴクラウド ～Ｐｏｃｋｅｔ ＧＰＳ～」を提供開始

　NEC ネッツエスアイ㈱は、未知のセキュリティ脅威に AI を活用して対応する GREYCORTEX 社製ネットワークト
ラフィックアナライザ「MENDEL」と NEC ネッツエスアイのセキュリティオペレーションセンターを組み合わせたセ
キュリティ監視・運用サービスの提供を 2019 年 7 月 1 日より提供開始した。「MENDEL」は、AI を活用したネットワー
ク挙動解析エンジンにより、ネットワークの定常状態を学習し、通常と異なる挙動を検知することで、未知のセキュリ
ティ脅威に対応する製品である。従来の多層防御型セキュリティ対策では検知できない脅威の可視化や内部不正なども
検出することが可能である。販売価格（税別）：① MENDEL セキュリティ監視・運用サービス　月額 37.5 万円～　②
MENDEL クラウドサービス（1Gbps モデルの場合）月額 60 万円～　※ネットワークを監視するセンサーは別途購入が
必要　お問い合わせ先：NEC ネッツエスアイ㈱　デジタルソリューション事業本部　オフィスソリューション事業部　
マネージドセキュリティサービス部　TEL：03-6699-7524（URL: https://www.nesic.co.jp/news/2019/20190627.html ）

ＮＥＣネッツエスアイがＡＩを活用したセキュリティ監視・運用サービスの提供開始
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業界ニュース　7月 

　IDC Japan ㈱は、企業向けルーター、企業向けイーサネットスイッチ、企業向け無線 LAN 機器からなる国内企業
向けネットワーク機器市場の 2018 年実績と予測を発表した。これによると、2018 年の国内企業向けネットワーク機
器市場は、前年比成長率 5.9％と 2 年連続でプラス成長を達成し、市場規模（支出額ベース）は 2,374 億 1,000 万円になっ
た。好調な国内企業向けネットワーク機器市場の中でも、企業向け無線 LAN 機器市場は、2018 年も大きく成長した。
アクセスポイントの出荷台数は、81 万台に達し、無線 LAN コントローラーを含めた市場規模は前年から 24.8％増加
した。こうした成長の背景には、企業がネットワークアクセス手段として無線を第一に考える「ワイヤレスファース
ト」の動きが浸透してきていることにあると IDC では分析している。企業におけるモバイルデバイスの活用がいっ
そう進んでいることや、「働き方改革」の掛け声の下に進むオフィス環境や働く場所の変化に応じた無線 LAN の導
入拡大が、ワイヤレスファーストを後押ししている。

（URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ45327019 ）

ＩＤＣＪａｐａｎが国内企業向けネットワーク機器市場予測を発表

㈱ NTT ドコモは、カメラレンズをなくすことで情報漏えいのリスクを軽減し、ビジネス
シーンでもあんしんして利用できる、カメラレスケータイ「SH-03L」を、2019 年 7 月 5 日
に発売した。主な特長は、①情報漏えいリスクを軽減する機能であんしん：カメラレンズが
ないため、外観からカメラレスと判断でき、カメラの持ち込みが禁止されている工場やオフィ
スなどでのビジネスシーンでも利用できる。②多様なビジネスニーズをサポートする充実機
能：内線サービス「オフィスリンク」をより便利に利用できる機能を搭載。③聞きやすい電話、
気付きやすいバイブ、確かな耐久性　カラー：ブラック　お問い合わせ先：全ドコモ取扱店
（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2019/07/02_00.html ）

ＮＴＴドコモがビジネスシーンでもあんしんして使える、カメラレスケータイ
「ドコモ ケータイ ＳＨ－０３Ｌ」を発売

ドコモケータイ SH-03L

　東芝情報システム㈱は、2019 年 7 月 1 日よりフィールド作業支援システム「指南名人」を販売開始した。本シス
テムは、マニュアルやチェックリスト等の閲覧や写真・動画の撮影、パソコンの操作や報告書の作成を作業者の “ 声 ”
で操作することでハンズフリーでの作業が可能になる（音声コマンド機能）。また、音声合成技術によるガイド機能
で、初心者や外国人の方でも作業を行うことが可能になる（音声ガイド機能）。主な提供機能：① “ 声 ” でマニュア
ルの呼出や閲覧、写真や動画の撮影やパソコン操作が行える「音声コマンド」②日本語／英語／中国語の三カ国語
で作業手順を伝える「音声ガイド」③トラブル発生時には、“ 音声 ” と “ 映像 ” で遠隔地から支援する「遠隔支援」（従
来より提供している製品）　お問い合わせ先：東芝情報システム㈱　SI ソリューション事業部　TEL:044-200-5389　

（URL: https://www.tjsys.co.jp/info/news/003513.htm ）

東芝情報システムが現場支援システムの提供開始～ “音声 ”でフィールド作業を支援～

パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱は、企業の働
き方改革や煩雑な管理業務をサブスクリプション（定額制）で支援
する PC オフィスワークトータルサービス「スリムワークサポート」
として体系化し、2019 年 10 月より各サービスメニューを拡充しなが
ら順次、提供を開始する。本サービスは、これまで、PC の各種ソフト・
アプリケーションとして個々に提供してきた各サービスを一元的に
体系化。全国 70 拠点のサービス網での保守や各種サポートを背景に、
特に管理・情報システム部門の投資負担が大きい、中堅企業を中心に、
日々働く「従業員自身」と、管理する「情報システム部門」の両面へのお役立ち視点で、「柔軟な働き方」と「生産性
の向上」の実現をサポートする。特長は、①パナソニックが自ら導入し、様々な改善を繰り返してきた「働き方改革
支援アプリケーション」②パナソニックグループ内で 10 万台を超える実績をもつ「PC ライフサイクルマネジネント」
お問い合わせ先：パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱　E-Mail：slimworksupport@ml.jp.panasonic.com
（URL: https://news.panasonic.com/jp/press/data/2019/07/jn190703-1/jn190703-1.html 

パナソニック システムソリューションズ ジャパンがＰＣオフィス
ワークトータルサービス「スリムワークサポート」を提供開始

「スリムワークサポート」サービスの概要
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富士通㈱は、富士通クライアントコンピューティング㈱製の法人向けノートパソコン「FUJITSU Notebook 
LIFEBOOK」の 3 シリーズ 5 機種、およびデスクトップパソコン「FUJITSU Desktop ESPRIMO」の 3 シリーズ 5
機種、ワークステーション「FUJITSU Workstation CELSIUS」の 2 シリーズ 2 種類を 2019 年 7 月 11 日から国内で
販売を開始する。主な特長は、①最新版 OS や最新 CPU を搭載したノートパソコン「LIFEBOOK」のラインナップ
を強化②デスクトップパソコン「ESPRIMO」とワークステーション「CELSIUS」のラインナップを強化　価格（税別）：
HP をご覧ください。　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/2019/07/11.html ）

富士通が働き方改革の推進に最適な法人向けパソコンなど８シリーズ１２機種を新発売

ESPRIMO　Dシリーズ CELSIUS　J580 CELSIUS　W580

　㈱ NTT ドコモは、車の移動時間における新たな楽しみ方の創出を目的として、ドコモの高速データ通信を定額で
制限なく利用できる車内向けインターネット接続サービス「docomo in Car Connect Ⓡ」を 2019 年 9 月 10 日より提
供開始した。本サービスは、移動中の車内において LTE の高速データ通信を Wi-Fi を用いて利用できる車内向けイ
ンターネット接続サービスである。用途に合わせて、1 日 500 円、30 日 1,500 円、365 日 12,000 円の 3 つの利用期間
から選択することが可能で、データ通信量の上限や利用可能データ量超過による通信速度制限などを気にすることな
く、動画や音楽、オンラインゲームなどデータ通信量の多いコンテンツを手軽に安心して楽しむことができる。本サー
ビスの対応機器は、パートナー企業から提供される予定となっており、サービス開始当初は日産自動車㈱が 2019 年
秋に発売予定の新型「スカイライン」や、パイオニア㈱が 2019 年秋以降に発売予定の市販向けカーエレクトロニク
ス製品を購入したお客様が利用できる。また、お客様がドコモの回線契約を持っていない場合でも、d アカウントを
持っていればどなたでも本サービスを利用することが可能である。お申込み方法：専用お申込み画面にて d アカウ
ントを入力の上、必要事項を入力してお申込み。

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2019/07/12_00.html ）

ＮＴＴドコモが車内向けインターネット接続サービス「ｄｏｃｏｍｏ ｉｎ Ｃａｒ Ｃｏｎｎｅｃｔ」を提供開始

　㈱オービックビジネスコンサルタントは、すべての企業でメンタルヘルスケアに取り組む体制を構築でき、休職リ
スクに備えるサービスとして進化した「奉行 Edge メンタルヘルスケアクラウド」を 2019 年 7 月 29 日より提供開始
した。特長は、組織分析や IT 受検によりストレス状況を可視化し、さらに相談センターやセルフケアコンテンツの
提供で、企業全体でメンタルヘルスケアに取り組むことができる。①自社のストレス傾向を見える化し、傾向に応じ
た対策に取り組める。②何度でもできる IT 診断でストレス状態をいつでもチェック。③ストレスチェック結果の見
方について専門家に誰でも相談できる。④効果が実証されたセルフケアコンテンツを標準提供。価格例（税抜）：従
業員数 50 名までで人事奉行を利用の場合の年間利用料　85,500 円　お問い合わせ先：㈱オービックビジネスコンサ
ルタント　TEL:0120-121-250

（URL: https://www.obc.co.jp/corporate/outline/news/news190718 ）

ＯＢＣが「奉行Ｅｄｇｅメンタルヘルスケアクラウド」を発売

　㈱沖データは、プリンター・複合機によってお客様のビジネス拡大や課題解決につながるヒントを提案するショー
ルーム、「東京ショールーム」を 2019 年 7 月 23 日より東京都港区芝浦にオープンした。「東京ショールーム」では、
最新のビジネス向けプリンター・複合機の体験・デモンストレーションはもちろん、病院や店舗、学校、デザインなど、
インダストリー・特定業種における各種の現場を想定した利用シーンにおいて、OKI データ商品が提案する価値を
紹介する。さらに、最大 68 席のイベントスペースを併設しており、イベントや勉強会・商談会など、お客様とビジ
ネスパートナー様とのコミュニケーション、ビジネス拡大の場として活用することが可能である。所在：東京都港区
芝浦 4-6-8　住友不動産田町ファーストビル 1F　お問い合わせ先：㈱沖データ　国内営業本部　TEL:03-6453-7640

（URL: https://www.oki.com/jp/press/2019/07/z19029.html ）

ＯＫＩデータが課題解決へつながる「提案型プリンターショールーム」をオープン
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特集

１．対象品目はどのようなもの？

①何が対象なの？

●飲食料品（食品表示法に規定する食品（酒税法に

規定する酒類を除く）をいい、外食は含まれません。

●定期購読契約が締結された週２回以上発行される

新聞

軽減税率対象品目の税率は 8% です。（標準税率は
10%）
※保税地域から引き取られる飲食料品についても

軽減税率の対象となります。

※軽減税率の適用対象となる「飲食料品」にあた
るかどうかは、事業者が「飲食料品」を販売す
る時点において、人の飲用または食用に供され
るものとして販売するものであるかどうかによ
り判断することが原則となります。

 
②どんなものが「外食」にあたるの？

　軽減税率の適用対象外となる「外食」については、
①取引の場所と②取引の態様（「サービスの提供」と
言えるか）という点に着目し、ケータリング・出張

社会保障と税の一体改革の下、2019年10月から消費税率10％へ引き上げに伴い、「酒類・外食を除く飲食料品」
と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されること
になりました。「軽減税率制度」は事業者の方のみならず、日々のお買い物等で消費者の方にも関係しますので
ポイントをご紹介します。詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

２０１９年１０月から消費税の軽減税率制度が
実施されます
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料理等を含めて、以下の二つの類型を定義しています。
●「外食」

（１）テーブル、いす、カウンター等の飲食に用い
られる設備のある場所で行う

（２）飲食料品を飲食させるサービス
●「ケータリング・出張料理等」

（１）顧客が指定した場所において行う
（２）加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品

の提供
※有料老人ホーム等の一定の生活を営む施設に

おいて行う一定の飲食料品の提供や学校給食
等は、「ケータリング・出張料理等」から除外
され、軽減税率（8％）の適用対象となります。

 
③どんなものが一体資産にあたるの？

　一体資産とは、おもちゃ付のお菓子や、コーヒー
とカップとが一緒になっているコーヒーギフトセッ
トなど、あらかじめ軽減税率の適用対象である食品

（酒類を除く）と食品以外の商品とが一体として販売
されるもの（その一体資産の価格のみが提示されて
いるものに限ります。）を言います。
　一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となり
ますが、販売価額（税抜き）が 1 万円以下のものであっ

て、その資産の食品から構成されている部分の価額

の占める割合として合理的な方法により計算した割

合が 3 分の 2 以上のものは、全体が軽減税率（8％）

の適用対象となります。

２．事業者にはどのような影響があるの？

①どんな対応が必要になるの？

　軽減税率制度の実施に伴い、2019 年 10 月から、事
業者の皆さんは事業の中でどのような対応が必要と
なるのでしょうか？対応が必要となる事項には「商
品管理」に関するものと「申告・納税」に関するも
のがあります。
●「商品管理」

　日々の業務においては、「①顧客（消費者）から適
用税率を聞かれる場合」「②顧客（事業者）から請求
書（領収書）の発行を求められる場合」があるため、
適切に商品管理を行い、個々の商品の適用税率を把
握しておく必要があります。その際、複数税率に対
応したレジの導入等やシステムの改修等が必要にな
る場合があります。
●「申告・納税（区分経理に基づく税額計算）」

　申告の際に適切に消費税額を計算するため、「①軽
減税率が適用される売上（仕入）」と「②標準税率が
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適用される売上（仕入）」をそれぞれ集計し、区分し
て記帳する必要があります。また、申告にあたって
税額計算する際には、「①軽減税率が適用される 1 年
間の取引の合計額」「②標準税率が適用される 1 年間
の取引の合計額」を区分して計算する必要があります。
　申告・納税に当たっては、複数税率の下、適正な
課税を確保する観点から、複数税率に対応した仕入
税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」が

2023 年 10 月から導入されます。なお、事業者の準

備等に配慮し、2019 年 10 月から 4 年間は簡素な方

法（「区分記載請求書等保存方式」）が導入されます。
 
②軽減税率は全ての事業者の皆さんに関係します

　2019 年 10 月から、事業者の皆さんは、「酒類・外
食を除く飲食料品」や「定期購読契約が締結された
週 2 回以上発行される新聞」に適用される軽減税率

（8％）分と、それ以外の商品に適用される標準税率
（10％）分とを分けて、商品管理や経理処理、消費税
の申告・納税をすることになります。

●例えば「飲食料品を取り扱わない事業者の場合」

　建築資材を仕入れ、建物を販売する建設業の場合、
一見、標準税率（10％）の対象の取引しかないよう
に思えます。しかし、例えば、会社を訪れたお客さ
んに出すお茶やお菓子、取引先への贈答品（酒類を
除く飲食料品）はどうでしょう？これらの仕入れは、
軽減税率（8％）の対象になります。したがって、建
築資材のほかに、このような飲食料品の仕入れをす
る場合、やはり税率ごとに分けて管理する必要があ
ります。

③ 2019 年 10 月からは「区分記載請求書等保存方式」

に

　2019 年 10 月 1 日から 2023 年 9 月 30 日までの間は、
今までの「請求書等保存方式」を維持しつつ、区分
経理に対応するための措置として「区分記載請求書

等保存方式」が導入されます。

●「区分記載請求書」の記載事項

　発行者の氏名又は名称・取引年月日・取引の内容・
受領者の氏名又は名称

（追加）軽減税率の対象品目である旨（「※」印等を

つけることにより明記）

（追加）税率ごとに区分して合計した対価の額（税込）

※「軽減税率の対象品目である旨」の記載は、売り
手と買い手の双方が、何が軽減税率適用対象の商
品かわかるのであれば、「※」印等を付す方法以外
にも、例えば、適用税率ごとに請求書を分け、そ
れぞれの請求書に税率を明記する方法なども認め
られます。

※新たに追加された 2 項目の記載がない請求書を受
け取った場合、受領者は取引の事実に基づいて「区
分記載請求書」に追記することができます。

 
④ 2023 年 10 月からは「適格請求書等保存方式」に

　2023 年 10 月 1 日からは、「適格請求書等保存方式」
が導入されます。（2019 年 10 月 1 日から 2023 年 9 月
30 日までは、「区分記載請求書等保存方式」を参照）

●「適格請求書」の記載事項

　適格請求書発行事業者の氏名又は名称・取引年月
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日・取引の内容・受領者の氏名又は名称
（追加）適格請求書発行事業者の登録番号

（追加）軽減税率の対象品目である旨（「※」印等を

つけることにより明記）

（追加）税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜

又は税込）及び適用税率

（追加）税率ごとに区分して合計した消費税額等（消

費税額及び地方消費税額の合計額）

※適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者
のみ「適格請求書」の発行が可能になりますので、
免税事業者は「適格請求書」の発行はできません。

※「軽減税率の対象品目である旨」の記載は、売り
手と買い手の双方が、何が軽減税率適用対象の商
品かわかるのであれば、「※」印等を付す方法以外
にも、例えば、適用税率ごとに請求書を分け、そ
れぞれの請求書に税率を明記する方法なども認め
られます。

※「区分記載請求書」と異なり、記載事項に漏れがあっ
た場合でも、買い手が事実に基づいて追記するこ
とはできません。その場合は正しい適格請求書の
再交付を求めることになります。

※小売業、飲食業、タクシー業等の不特定多数の者
に対して販売等を行う一定の事業を行う場合につ
いては、取引の相手方の氏名等を省略した「適格
簡易請求書」を交付することができます。

※偽りの適格請求書等の発行については罰則が設け
られています。

 
３．消費税軽減税率制度に関する相談窓口

　●軽減税率制度の内容についてのご相談は

　（国税庁）軽減税率電話相談窓口
①消費税軽減税率電話相談センター（軽減コール

センター）

　専用ダイヤル：０１２０－２０５－５５３

　［受付時間］9：00 ～ 17：00（土・日・祝除く）
　②電話相談センター

最寄り（又は所轄）の税務署にお電話いただき、
ガイダンスに沿って「3」を押すと、電話相談セン
ターにつながります。
税務署の連絡先は「国税庁ホームページ」でご案
内しています。

［受付時間］8：30 ～ 17：00（土・日・祝除く）
　
●軽減税率制度の実施に伴う中小・小規模事業者に

対する補助金について知りたい方は

　軽減税率対策補助金事務局コールセンター

複数税率対応レジの導入・受発注システムの改修
等の支援に関するお問い合わせ
専用ダイヤル：０１２０－３９８－１１１

［受付時間］9：00 ～ 17：00（土・日・祝除く）

●中小企業団体相談窓口（中小企業庁ホームペー

ジ）

軽減税率制度の実施に伴う中小・小規模事業者の
支援（個別相談、講習会の開催、専門家派遣等）
に関するお問い合わせ。各商工会議所等の連絡先
は、「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。
①全国の商工会議所
②全国の商工会
③４７都道府県の中小企業団体中央会
④４７都道府県の商店街振興組合連合会

　　
●消費税の転嫁等に関する相談や、軽減税率制度

に関する一般的なお知らせは

（内閣府）消費税価格転嫁等総合相談センター

消費税の転嫁・総額表示や軽減税率制度の概要等
に関する相談を受け付けているほか、消費税の転
嫁拒否などの行為について。ご相談者のご意向に
より、センターから担当省庁に通知します。

　専用ダイヤル：０５７０－２００－１２３

［受付時間］9：00 ～ 17：00（土・日・祝除く）
　　

（出典：政府広報オンライン　https://www.gov-online.
go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html）
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｢最大速度 20Gbps｣｢遅延 1ms｣といった性能がクロー
ズアップされる 5G だが、これらはいわゆるカタログ
スペックであり、誰もがこの能力を常に使えるわけ
ではない。
　また、5G の特徴である超高速 ･ 大容量通信（eMBB）
と超低遅延 ･ 高信頼通信（URLLC）、大量端末接続

（mMTC）の 3 つは、すべて同時に実現できるわけ
でもない。アプリケーション側の要求に応じて、ど
の特性を優先するかを調整して使うことになる。し
かも、このうち仕様が固まっているのは eMBB のみ。
URLLC については 2020 年 3 月完了予定のリリース
16（以下、R16）で仕様が決定する予定だ。

では、来年始まる 5G は、どれほどの性能を備えて
私たちの前に登場するのか。

■真価は上りの大容量化

5G 商用サービスの開始当初は eMBB がメインとな
る。LTE でも理論上は下り最大 1Gbps 超、上り最大
100Mbps 超が実現されているが、それとの最も分か
りやすい違いは次の 2 つだ。
　1 つは、8K 映像の伝送も可能な実効 100Mbps の
無線通信がどこでも誰でも利用可能になると期待で
きること。これが、5G がまず目指す世界である。 
KDDI 総合研究所の執行役員で次世代アクセスネット
ワーク部門長を務める岸洋司氏は、｢4G でもできな
いことはないスペックだが、限られたお客様だけが
すごくリッチなサービスが使えるに過ぎない。広く
あまねくリッチなサービスを受けられるようにする
ために 5G を入れていく｣ と話す。これを可能にする
キャパシティこそが、5G の本質というわけだ。
　特に LTE との違いを際立たせるのが、上り通信の
大容量化だ。NTT ドコモ執行役員 5G イノベーショ
ン推進室長の中村武宏氏は 5 月末に東京ビッグサイ

トで開催された ｢ワイヤレス ･ テクノロジー ･ パー
ク（WTP）2019｣ の講演で、｢様々な産業界と多くの
ユースケースをやってきたが、上りリンクのニーズ
が非常に高まっている｣ と述べた。上りでも “ どこで
も 100Mbps” が実現できれば、無線通信の活用範囲は
格段に広がる。

 

■上り方向に帯域を割り当て

　これについて、ノキアソリューションズ＆ネット
ワークス技術統括部部長の柳橋達也氏は、｢初期の 5G

業界特集

日本でも5G商用サービスの開始まで1年を切ったが、その実力はどれほどのものか。国内外で行われている
実証実験の成果から具体的な性能が見えてきた。有望ユースケースをもとに5Gの実力を測る。

文◎坪田　弘樹（テレコミュニケーション）

実証実験で見えてきた５Ｇの実力
どこでも実効１００メガ

8K映像を用いた機体外観整備のデモ。遠くから機体全体を撮影
しても、ズームアップすれば細かな部位まで確認できる

自動運転車遠隔監視システムの実証実験では、5Gによるフル HD
映像監視、4G LTEによる HD映像監視を比較。5Gのほうがよ
り鮮明な画像でクルマ周辺状況が確認できることが分かる
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図表1　5GX建機2台を用いた遠隔連携作業

周波数は、ほぼ TDD（上り下りで同一周波数帯を共
有する）で使われる高域の周波数ばかりなので、上
り下りの周波数割当比率が静的に維持される FDD に
比べて、割当比を柔軟に調整できる｣ と話す。結果
的に ｢上り方向の通信に大きな帯域を割り当てるこ
とも可能になる｣ という。
　複数のカメラで撮影した高精細映像を無線でサー
バーやクラウドに送り、360 度映像や自由視点映像、
VR コンテンツに加工して配信したり、AI で解析し
たりといった新たな体験 ･ サービスが可能になる。 
KDDI 総研の岸氏は ｢8K 映像が 1 つ送れても、新し
いユーザー体験を創出するのは難しい。複数視点の
映像を伝送できる 5G の能力と、それを合成 ･ 加工す
る映像技術が組み合わさることで新しい体験を実現
できる｣ と語る。
　なお、映像伝送に必要な帯域はフル HD で 10 ～
15Mbps、4K で 30 ～ 40Mbps、8K で 80 ～ 100Mbps。
フル HD や 4K なら 1 つの 5G 回線で複数の映像が送
れる。8K 伝送も個別に 1 回線ずつ使えば支障はない。
　例えば、KDDI が JAL と共同で行う実証実験では、
8K 映像を飛行機の外観目視点検に用いようとしてい
る。複数の 8K カメラで撮影した超高精細映像によっ
て異常を判断する。高所作業が不要になり、整備作
業の効率化が期待できる。
　そして、もう 1 つの LTE との違いが低遅延性だ。
　5G では無線区間の遅延が最小 1ms まで縮まる。さ
らに、現場近くでコンピューティング処理を行うエッ
ジコンピューティングと組み合わせることで、エン
ドツーエンド（E2E）の遅延も削減する。上記のよう
な高精細映像処理の遅延を含めても、人間の反応速

度に匹敵する数百 ms の低遅延通信が可能になる。

■一般公道でクルマを遠隔運転

　5G 初期のユースケースは、この ｢高速大容量＋低
遅延｣ の組み合わせが定番となりそうだ。国内での
実証実験も、かなり実用に近い段階に達している。
　一例が、KDDI が 2019 年 2 月に愛知県一宮市の一
般公道で行った自動運転車の遠隔監視 ･ 操作実験だ。
　実験に用いた自動運転車は、車内に搭載した地図
データや周辺状況を認識するレーダー等を使って自
律走行を行う。ただし、道路状況の変化に対応でき
ず立ち往生したり、衝突等の危険が生じたりした場
合には人手による操縦で回避する必要がある。

これを、5G を介した遠隔操縦で行うのが実験の目
的だ。
　自動運転車に取り付けた 5 台のカメラで撮影した
フル HD 映像を、大容量＋低遅延な上り通信で遠隔
操作卓に伝送。遠隔操作信号は低遅延な下り通信で
自動運転車に伝送した。具体的な通信速度 ･ 遅延時
間は非公表だが、高精細映像による監視と遠隔操縦
に成功している。
　遠隔監視 ･ 操作自体は LTE でも可能だが、5G を
使うことで安全性が向上する。高精細映像を低圧縮
で送れるので、映像処理にかかる遅延が短縮できる
ためだ。 E2E の遅延が短いほど、素早い判断と制動
が可能になり、結果として走行速度が上げられるし
車間距離も詰められる。実際、前年の実験では時速
15km でしか走行できなかったが、今回は時速 30km
で走行。周辺のクルマからクラクションを鳴らされ
ることもほとんどなかったそうだ。
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　こうした自動運転車が一般化するには、多くのク
ルマと確実に通信できる 5G のキャパシティも必要に
なる。
　スウェーデンでは来年、遠隔操縦の仕組みを取り
入れた自動運転トラックが商用化される。
　同国の通信事業者テリア、エリクソン、ドイツ
の物流会社 DB Shenker が推進するプロジェクトで、
EinRide 社が開発す自動運転専用 EV トラック 200 台
を用いて、5G エリア限定で運用を開始する計画だ。
このトラックには運転席がなく、遠隔地にいるドラ
イバーが複数のトラックを監視し、緊急時等には遠
隔操縦する。エリクソン ･ ジャパン CTO の藤岡雅宣
氏によれば、「実際に運転してもらった結果、100ms
程度の遅延で違和感なく遠隔操縦できる」という。

■目安は「映像処理含め 100ms」

建設機械やロボット等の遠隔操縦も実用化に近づ
いている。
　KDDI と大林組は 2018 年 12 月に実際の工事現場で
建機 2 台の同時作業を行った（図表1）。1 台につき
2K（フル HD と同等）品質の前面モニター映像 3 枚、
1.2K の全方位カメラ映像 1 枚を 1 つの 5G 回線で伝送。
無線通信の遅延は 1ms、映像処理と合わせた E2E 遅
延は 100ms 未満だった。
　これにより、実際に建機に搭乗した場合に 450 秒
かかる作業が、遠隔操縦に習熟した作業員なら 560
秒程度で完了。搭乗時の 79％の作業効率が実現でき
たという。
　この実験では、現場から 750m 離れたエッジサー
バーで映像を処理したが、仮に数百 km 離れた場所
で処理しても光の通信遅延はせいぜい 5 ～ 10ms 程度
で、操縦に大きな差は生じないという。1 ヵ所の遠隔
操縦卓から全国各地の建機を操作するといった広域
の展開も可能になりそうだ。

　ソフトバンクも同様に大成建設と共同で建機の遠
隔制御実験を実施している。特徴的なのは、可搬型
5G 基地局 ｢おでかけ 5G｣ を使っている点だ。5G 基
地局とコア装置を一体化したもので、これを三重県
の現場に設置。現場操作室と横浜の技術センター間
で遠隔制御や自動運転の確認等を行った結果、映像
の遅延時間は 4G の約 10 分の 1 に短縮できたという。
　海外では中国の青島港で、5G を用いた大型クレー
ンの遠隔運転の検証が行われている。
　コンテナの釣り上げ等を行う巨大設備の作業現場
を、30 以上の HD カメラ映像で撮影。5G でこれを
操作卓に伝送して遠隔運転を行う。実験を手がけた
エリクソンによれば、制御信号を送る下り通信では
18ms 以下の低遅延通信が実現できているという。
　青島港では今後、他のクレーンや AGV 等も 5G に
接続する計画だ。

■基地局なしで E2E 遅延 50ms

このように、どこでも上下 100Mbps、E2E 遅延
100ms が、LTE との違いを示す目安となる。ただし、
ユーザー側の要求に応じて、それ以上の性能を出す
ことももちろん可能だ。
　より低遅延性を重視したユースケースとしては、
ソフトバンクが手がけるトラック隊列走行実験があ
る。3 台で隊列を組み、後続 2 台のカメラ映像を先頭
車両に伝送。先頭のドライバーがそれを確認しなが
ら走行することで後続 2 台を無人化する（図表2）。
　この実験では車載端末間の無線区間遅延 1ms 以下
を達成し、映像処理を含めた E2E で遅延 50ms 以下
の見込みを得た。ソフトバンクモバイルネットワー
ク本部本部長の野田真氏は、｢これだけで直ちに隊列
走行ができるものではない｣ としながらも、｢4G で
はできなかった 1ms の低遅延端末間通信が成功した
ことで、実現に向けて一歩進んだ｣ と話す。

図表2　5Gを用いたトラック隊列走行のイメージ（基地局圈外）
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　なお、ソフトバンクは 2017 年度から隊列走行実験
を行っており、当初は 5G 基地局からの同期信号を用
いて車車間通信を行った。 2018 年度には、基地局圈
外においても車載端末間の自律的な直接通信で 1ms
以下の低遅延通信に成功。｢5G 圈外やトンネル内でも
安定的に車両制御情報を車両間で共有できる｣（野田
氏）。6 月 11 日には、新東名高速で 5G 通信を用いて
車間距離を自動制御することに成功したと発表。実
用化にまた一歩近づいた。

■実効速度ギガ超えも射程に

通信速度 ･ 容量をさらに拡張したユースケースも
ある。ドコモの ｢8K360 度 VR ライブ映像配信｣ だ。
　複数の 8K 映像を組み合わせた全天周 VR 映像をリ
アルタイム配信し、遠隔地にいる人が HMD（ヘッド
マウントディスプレイ）で視聴するというもの。音
楽ライブやイベント、スポーツ観戦等での利用を想
定しており、現地とほぼ遜色ない体験が味わえると
いう。
　撮影現場から配信サーバーに映像を送る上り通信
には、最大で 240Mbps の伝送能力が必要になる。また、
配信サーバーと HMD 間の通信でも、視聴者が向い
ている方向を示す情報を送り、それに応じた映像を
スイッチングするために低遅延性が求められる。5G
だからこそ可能な体験と言えるだろう。
　こうした超高速 ･ 大容量通信を、人が集まる町
中や高速移動環境で安定的に行うための要素技術
にも磨きがかけられている。5G のキー技術の 1 つ
｢Massive MIMO｣だ。ビームフォーミング技術を使っ
て端末ごとに専用電波を割り当てる技術である。
　ドコモと NEC が 4.5GHz 帯超多素子アンテナを用
いて行った実験では、100M Hz 帯域幅で 2 基地局間
の協調ビームフォーミングによる通信を行い、8 端末
合計 5Gbps 以上を達成した。また、遮蔽物の多い都
市部でも 4 端末合計 2Gbps 超のスループットを確認。
時速 120km の屋外高速移動実験では最大 700Mbps、
平均 300Mbps の性能を出している。
　実効速度でギガ超えも決して夢ではない世界が間
近に迫っているのだ。

■ mMTC の実証実験も

最後に 5G のもう 1 つの特性である mMTC につい
ても要素技術の開発 ･ 検証が進んでいる。

　 ソ フ ト バ ン ク は mMTC の キ ー 技 術 で あ る
｢NOMA｣ と ｢グラントフリーアクセス｣ を実装した
試験用無線機を使って、東広島市、シャープ、イトー
キ等と共同実証を実施した。NOMA は、従来の無線
通信に比べて、同じ空間に多くの端末を詰め込める
ようにする多元接続技術。グラントフリーアクセス
は、端末からのデータ送信時に事前許可を不要にす
ることでオーバーヘッドを低減するものだ。
　実験は東広島市役所で行い、職員の体調や温度 ･
湿度等の環境情報を計測するセンサーを多数設置。
5G のほか Bluetooth や Wi-Fi も使った実環境に近い
状況を模擬してデータを収集した。mMTC の要件で
ある ｢1km2 当たり 100 万デバイスの接続｣ を実際に
再現することは物理的に不可能だったが、実証環境
で NOMA とグラントフリーアクセスの有効性を確認。

「1km2 当たり 100 万の実現に向けた実証ができたと
考えている」（野田氏）結果が得られたという。
　mMTC についてはオフィスのような閉空間のほか、
例えば高速道路で道路設備や環境センサー、クルマ
からデータを収集する ｢スマートハイウェイ｣ や ｢
スマートシティ｣ といったユースケースが検討され
ている。現時点では eMBB や URLLC に比べて未知
数な部分が多いが、その実力も徐々に明らかになっ
ていくだろう。

ＫＤＤＩ総合研究所
執行役員
次世代アクセスネットワーク部
門長
岸洋司氏

（出典：テレコミュニケーション July 2019）

ＮＴＴドコモ
執行役員
５Ｇイノベーション推進室長
中村武宏氏

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
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新製品・新サービス

セイコーソリューションズがＩｏＴ／Ｍ２Ｍ向け　ＬＴＥ対応無線ルーター
ＳｋｙＢｒｉｄｇｅにマルチキャリア対応の新モデル「ＭＢ－Ａ２００／２１０」が登場

「MB-A200/210」は、累計 8 万台超の実績を誇る
「MB-A100/110」の信頼性や機能はそのままに、複数
のモバイル回線キャリアに対応するマルチキャリア
化、リモート管理機能に対応しました。

マルチキャリア化により、NTT ドコモ、KDDI に
加え、フル MVNO の IIJ をはじめとする MVNO 各
社にも対応。複数キャリア回線に跨るネットワーク
構築でも、キャリア毎にルーターを使い分ける必要
はありません。用途に合わせて、回線および、キャ
リアや MVNO 各社が提供するプラン・SIM を選択で
きます。また、SkyBridge 共通のリモート管理機能「遠
隔管理ソリューション」により、複数機器の一元管理・
監視が可能です。大規模システムの運用に伴う、大
量の機器を管理・監視する負担を大きく軽減するこ
とができます。
　昨今の IoT/M2M 環境では、LTE 網の普及に伴
いモバイル回線の利用が増加してきています。また、
モバイル回線キャリア各社のプランも充実し、利用
シーンに合わせた適切なキャリア選択、柔軟な回線
プラン選択が求められています。一方で、大量の通
信機器を運用・管理することの難しさに対する声も
大きくなっています。こうした背景を受け、今回の
新モデル「MB-A100/110」が製品化されました。

■ SkyBridge  MB-A200/210　概要

発売日：2019 年 10 月初旬
販売価格：オープン価格
主な特長：マルチキャリア対応（NTT ドコモ、

KDDI、IIJ、MVNO 各社）、豊富なリモート管理機能
（一元管理・監視が可能な SkyBridge 共通の「遠隔管
理ソリューション」）、ハートビートによる自動復旧
機能、車載でも使える幅広い電源電圧に対応、コン
パクトな筐体にアンテナを内蔵、Wi-Fi アクセスポイ
ント機能を搭載（MB-A210 のみ）、WAN 回線は無線・
有線の両方をサポート

用途例：監視制御システム、ネットワークリモー
ト監視、セキュリティ、決済システム、車両運行管理、
デジタルサイネージ、Wi-Fi スポット設置など

■システム構成例

 

■お問い合わせ先

セイコーソリューションズ㈱
モバイルソリューション営業統括部
TEL:043-211-1297

セイコーソリューションズ㈱は、IoT/M2M向けLTE対応無線ルーターSkyBridgeの新モデル「MB-A200/210」
を開発し、2019年10月初旬より販売開始の予定です。
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INFORMATION

関東地方本部で「情報通信設備保守契約のすすめ
～ＩＣＴインフラのＢＣＰ対策にむけて～」を発行

関東地方本部では、平成 25 年より情報通信業界の
技術が日々変化する中で、お客様への保守点検の重
要性を説なえ『電話設備保守のすすめ』のパンフレッ
トを増刷しながら活動をしてきました。
　この度、関東地方本部の県支部選出によるワーキ
ンググループを立ち上げ、『電話設備保守契約のすす
め』の改訂版として『情報通信設備保守契約のすすめ』
のパンフレットを作成しました。
　ＩＣＴ・情報活用をサポートする専門集団として、

「情報通信設備協会（ITCA）」の名称を広く業界並び
に一般に周知するため、また、情報通信の設備保守
の重要性を認識して頂くためにも、各会員様におい
ては、情報通信設備保守契約のツールとしてパンフ
レットの活用をお願いいたします。

100 部単位にて販売をいたしますので、ご希望の方
は、関東地方本部事務局までお問い合わせをお願い
します。

■情報通信設備保守契約のすすめ　目次
①ＩＣＴインフラと企業活動

　②ＩＣＴインフラのいろいろ
　③ＩＣＴとリスク
　④保守契約によるリスク回避
　⑤ＩＣＴインフラのライフサイクル
　⑥資格保有企業の安心・安全

■販売価格（別途、送料が発生いたします）
　関東地方本部の会員会社の方：100 枚当たり
　5,000 円＋消費税
　関東地方本部以外の会員会社の方：100 枚当たり
　10,000 円＋消費税
　
■お問い合わせ先
　関東地方本部　事務局　花園
　TEL：03-5244-9700　　FAX：03-5244-9711
　E-mail:kanto@itca.or.jp
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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 秋版）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2019 年 5 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秋 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-86594-201-9 2,300 円 2,070 円
2019秋 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-202-6 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
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

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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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 11月27日（水）～     28日（木） 10 東京都品川区 ＡＴ東京

金　沢 9月25日（水）～     26日（木） 10 金沢市 金沢流通会館

広　島 10月 2 日（水）～       3日（木） 8 広島市中区 ＡＴ広島

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 11月29日（金） 10 東京都品川区 ＡＴ東京

金　沢 9月27日（金） 10 金沢市 金沢流通会館

広　島 10月 4日（金） 8 広島市中区 ＡＴ広島

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 11月27日（水）～     29日（金） 5 東京都品川区 ＡＴ東京

金　沢 9月25日（水）～     27日（金） 5 金沢市 金沢流通会館

広　島 10月 2日（水）～      4日（金） 5 広島市中区 ＡＴ広島
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地方本部　INFORMATION

北陸

2019 年度　電気通信工事担任者受験対策講習会（ＡＩ・ＤＤ総合種）
日程 2019 年 10 月24日（木）1日間 定員 30 名程度

時間 9:00 ～ 17:00 受講料 （会員）10,000 円 　（非会員）15,000 円 教材費・
税込

会場 株式会社ほくつう本社　5 階 研修室
（金沢市問屋町 1 丁目65 番地）

申込み
方法

北陸地方本部事務局に「申込書」を請求 
9 月30日（月）までに下記へお申込み下さい。

研修
内容

①既出問題集により、出題傾向を把握
②出題が比較的高いと予想される項目を厳選して解
説
③受講者ご自身の得意科目、及び不得意科目を系
統的に把握、認識してもらい受験勉強を効率的に行
う

問合
せ先

北陸地方本部事務局 
TEL 076-238-8384　FAX 076-237-3826
ﾒｰﾙ：hokuriku@itca.or.jp

中国

2019 年度第 3 回「電気通信工事施工管理技士」（１級・実地）講習会
日程 2019 年 10 月30日（水） 定員 90 名
時間 9:00 ～ 17:00 受講料 （会員）28,000 円  （非会員）33,000 円　　税込

会場 RCC 文化センター　
（広島中区橋本町 5-11）

申込み
方法

中国 HPより「申込書」を印刷して下記へ FAX で
お申し込み下さい。
FAX 送付先 082-569-9972

研修
内容

平成 29 年 11 月に建設業法の一部改正により、電
気通信工事施工管理技士検定が新たに創設されま
した。
この１級資格取得に向けて講習会を実施します。

問合
せ先

中国地方本部事務局　　　　　　　　　　　　
TEL 082-569-9972　FAX 082-569-9972　　          
※詳細は中国地方本部ホームページ（http://
www.itca.or.jp/cyugoku）

対象者 電気通信工事施工管理技士（1 級・学科）を合格された人を対象とする。

関西

後期 ･ 光融着研修
日程 2019 年 10 月17日（木） 18日（金）　2日間 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 9:15 ～ 16:00 受講料 （会員）23,100 円　　（非会員）34,650 円　税込

会場 摂津市三島 1-2-1　
（ポリテクセンター関西）

申込み
方法

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

研修
内容

光ファイバーの基礎知識、接続技術、光パワー測定
原理等の教育・訓練をを通じ、光通信線路網構築
工事を支える光施工技術・測定技術習得の育成を
図る。

問合
せ先

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

対象者 光施工技術の習得だけでなく、光ファイバーの基礎知識、光パワー測定の基礎・原理が学べます。

地方本部 　イベント報告

関　西

研修名 前期・光融着研修 会場 ポリテクセンター関西（摂津市三島 1-2-1）

日程 2019 年 6 月24日（月）25日（火） 時間 9：15 ～ 16：00

「光融着研修」を開催し、会員企業様 3 社から3 名にご参
加いただきました。この研修は、ポリテク関西で行われている
能力開発セミナーの一環で、ポリテク関西での名称は『光ファ

イバー通信の実践的構築・測定技術』と呼ばれています。光
ファイバーの基礎知識から接続技術の習得まで講義と実践を2
日の間にマスターしていただきました。
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総務財務委員会
委員会役職 氏名 所　属 本部役職 地方役職 会社名
委 員 長 井上　　新一 東　海 副理事長 本 部 長 第一電話設備㈱
副委員長 　阿部　　准定　 九　 州 理 事 本 部 長 ㈱キューオキ
委 員 今井　　秀昭 関　東 理 事 本 部 長 東邦通信工業㈱
委 員 木村　　清高 関　東 幹  　事 ㈱群電
委 員 酒井　　章治 東　海 幹　  事 一宮電話興業㈱
委 員 岸村　　智志 関　西 副本部長 三和通信工業㈱
委 員 関東　　範一 東　北 ㈱エボットサービス

広報委員会
委員会役職 氏名 所　属 本部役職 地方役職 会社名
委 員 長 栩谷　　晴雄 関　西 副理事長 本 部 長 大和電設工業㈱
副委員長 松山　　　仁 関　東 理 事 副本部長 日本通信設備㈱
委 員 山田　　恭郎 東　海 副本部長 三友電子㈱
委 員 松本　　正幸 関　西 副本部長 ㈱岩通サービスセンター
委 員 渡邉　　秀治 四　 国 副本部長 ㈱イオタオーエーシステム

教育委員会
委員会役職 氏名 所　属 本部役職 地方役職 会社名
委 員 長 藤田　　義明 東　海 理 事 副本部長 ㈱ＴＴＫ
副委員長 長谷川　浩正 関　東 理 事 副本部長 日興テクノス㈱
委 員 塚本　　　豊 関　東 幹  　事 レイコム㈱
委 員 河内　　康志 信　越 幹  　事 北陸電々㈱
委 員 西部　　伸治 東　海 メイワトラストテック㈱
委 員 髙木　　　健 関　西 幹　  事 タカギエレクトロニクス㈱
委 員 森山　　　孝 中　 国 幹  　事 大成ナグバス㈱

業務委員会
委員会役職 氏名 所　属 本部役職 地方役職 会社名
委 員 長 今井　　秀昭 関　東 理 事 本 部 長 東邦通信工業㈱
副委員長 髙瀬　　幸雄 関　東 理 事 幹　  事 埼玉アンテナシステム㈱
委 員 石田　　延章 信　越 幹  　事 石田通信機㈱
委 員 恒川　　純次 東　海 監　  事 朝日電気工業㈱
委 員 田中　　優治 北　陸 副本部長 かがつうシステム㈱
委 員 吉本　　幸男 関　西 理 事 常任幹事 エフビットコミュニケーションズ㈱
委 員 竹中　　　光 中　 国 副本部長 伍永通信㈱
委 員 麓　　　　譲 四　 国 監  　事 エース電子サービス㈱
委 員 　阿部　　准定　 九　 州 理 事 本 部 長 ㈱キューオキ
委 員 東條　　英紀 東　北 幹  　事 東條テレコム㈱
委 員 池田　　昌和 北海道 副本部長 扶桑電通㈱　北海道支店

2019年度　委員会名簿

次の通り2019年度の常設委員会メンバーをご紹介します。
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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-‐‑‒171103-‐‑‒3271-‐‑‒5151 03-‐‑‒3281-‐‑‒7000

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

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

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

新広告データ

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

最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  

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

＆
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５Ｇをえがく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＞＜パートナー＞＜パートナー＞
ドコモ／
＜パートナー＞＜パートナー＞
ドコモ／ドコモ／
＜パートナー＞

／ドコモ／ドコモ／ドコモ／ ／／
／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／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

階階階 情報創造コミュニティー階
階

情報創造コミュニティー情報創造コミュニティー階階
階階階階 ドコモショップ八丁堀店
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〒104-0042　東京都中央区入船2-9-5　HKビル5階
電話：03-5543-2250 ＦＡＸ：03-5244-9711
E-mail：info@itca.or.jp ＵＲＬ：http://www.itca.or.jp

■FRONT VOICE
　お客様にとって価値のある製品・サービスを提供したい
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長 池松 伸雄

■地方本部だより
『情報通信フェア』開催の取組み　
一般社団法人情報通信設備協会　東海地方本部　事務局長 濱田 雅春

■特集
2019年 10月から消費税の軽減税率制度が実施されます

■業界特集
実証実験で見えてきた5Gの実力
どこでも実効100メガ

■新製品・新サービス
セイコーソリューションズが IoT/M2M向け　LTE対応無線ルーター

　SkyBridgeにマルチキャリア対応の新モデル「MB-A200/210」が登場
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本号の特集は、10月から実施されま
す消費税の引き上げに伴い「消費税
の軽減税率制度」をご紹介していま
す。私たちの食生活に関わる飲食料
品が8％と10％に区分されます。内食と
外食では消費税が異なり、スーパーや
コンビニで買ってもイートインで食べる
と外食扱いになりますので気を付けな
ければなりません。政府広報Webサイ
トでは、引き上げに伴う対応として「自
動車の購入の支援」「住宅の購入等
の支援」「キャッシュレス決済に対する
ポイント還元制度」「マイナンバーカード
を活用した消費活性化策」等の情報
を掲載しております。消費税が上がっ
ても賢く購入をするために情報収集を
することが大切だと思います。
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