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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

パナソニックLSネットワークス株式会社
取締役　事業本部長　花木　克彦

PoEでより便利で快適な空間を創出します

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慶び申し上げます。

会員の皆様には平素より格別のお引立てを賜り、
誠にありがとうございます。

この度は、賛助会員として入会をご承認頂きあり
がとうございます。今回の入会を機によりいっそう
皆様のお役に立てるよう努力してまいります。

当社パナソニック LS ネットワークス株式会社は、
パナソニックグループの情報通信事業を担う会社と
して 1989 年に創業し、情報ネットワークシステム
構築と保守サポート事業をしてまいりました。また、
2001 年 1 月よりメーカーとしてスイッチングハブの
自社ブランド事業をスタート致しました。

2003 年 6 月には IEEE によって PoE（Power　
Over　Ethernet）の IEEE802.3af が制定されると、

一早く規格に準拠した PoE スイッチ「Switch-
M24PWR と Switch-M12PWR」を開発・販売。多く
の IP 電話メーカー様にご採用頂き、PoE 市場の普及
に努めてまいりました。

PoE スイッチは LAN 配線一本で通信と端末の電
源供給を行うことができるため、現在では IP 電話だ
けでなく無線アクセスポイントや監視カメラシステ
ムといった分野での採用も増え、市場が拡大してき
ています。特に天井や壁に設置する無線アクセスポ
イントや監視カメラは電源の取り回しに、手間とコ
ストがかかるため、PoE スイッチは必要不可欠なも
のとなってきています。当社は様々な設置環境にお
応えできるよう、小型盤に収めることができるコン
パクトスイッチ「M5ePWR」やほこりを吸って壊れ
ることを防ぐファンレススイッチ「M8esPWR」な
どの製品を開発してまいりました。

また、2009 年 10 月に 1 つのポートから 30W ま
で電源供給ができる規格 IEEE802.3at が制定される
と、無線やカメラの高速化・高機能化が進んだこと

により、様々な場所への設置要望が拡大してきまし
た。当社製品も機能・給電容量・設置環境によって
選択できるラインアップを増やし、現場のご要望に
お応えしてまいりました。

昨今では「IoT」で、様々な物がネットワークで
つながり、規模の拡大・複雑さを増している一方で、
現場では SE や保守要員不足が切実な問題になって
きており、システム構築・サービスを提供する企業
においては対策が急務となっています。当社はその
市場要望に対応するため、2019 年 10 月に PoE スイッ
チを全面リニューアルし、①PoE端末のオートリブー
ト機能と②雷サージ耐性強化の２つの特長を付けま
した。①に関しては、PoE で接続された無線アク
セスポイントや監視カメラのフリーズを自動で検知

（Ping/LLDP/ 閾値）し、SE レス・PC レスで復旧さ
せるというもので、止まってからのダウンタイムを
最小限にし、自動でシステム復旧を行います。また、
②に関しては落雷の多い地域のお客様から声を頂き
実現しました。AC電源だけでなく、ポート側にもサー
ジデバイスを組み込むことで雷サージ耐性を 10kV
に向上することができ、ポート側からの誘導雷サー
ジによる故障を少なくすることで、システムを守り
ます。

2019年1月にはPoEの新規格IEEE802.3bt（PoE++）
が制定され、1 ポート最大 90W まで給電が可能にな
りました。この規格制定により、無線アクセスポイ
ントや監視カメラだけでなく、LED 照明や空調、音
響システムなどの新しい分野の端末が開発され接続
されるようになります。当社は様々なメーカー様、
販売店様と連携し、より便利で快適な空間の実現の
ため新商品開発・新サービス開発に注力してまいり
ます。

今後も会員の皆様の事業拡大とエンドユーザー様の
ご期待にお応えし、そしてより良い社会の発展に貢献
すべく取り組んでまいりたいと思います。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。



2

地方本部だより

■博多おくんち
博多の総鎮守・櫛田神社の秋季大祭「博多おくんち」

は、1200 年前から続く秋の実りに感謝する伝統行事
です。 唐津や長崎に並ぶ「日本三大くんち」の一つ
ともいわれ、期間中は様々な神事やイベントが開催
され、五穀豊穣市も開かれます。牛車に引かれた神
輿（みこし）や、稚児行列を含めた華やかな御神幸
パレードが櫛田神社を出発し、博多の街を巡ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■唐津くんち
唐津（からつ）神社の秋季例大祭。

「エンヤ、エンヤ」「ヨイサ、ヨイサ」のかけ声で曳
山（ヤマ）が通りを駆け抜ける勇壮なお祭りです。 

文政 2（1819）年、刀町の石崎嘉兵衛が、お伊勢
参りの帰りに京都で見た祇園山笠にヒントを得て、
仲間と「赤獅子」を作り奉納したのが曳山行事のは
じまり。それから明治 9（1876）年までに「青獅子」

「亀と浦島太郎」「鯛」「鯱」など 15 台が作られまし
た。残念ながら、紺屋町の黒獅子は明治中期に消滅し、
現在は 14 台が保管されています。曳山は県重要有形
民俗文化財、曳山行事は国の重要無形民俗文化財に

指定されており、平成 28 年には全国 33 件「山・鉾・
屋台行事」のひとつとして、ユネスコ無形文化遺産
に登録されました。

■長崎くんち
長崎の氏神「諏訪神社」の秋季大祭で 380 年以上

の歴史があります。7 年に 1 度当番が回ってくる踊
町（おどりちょう）が奉納踊を披露します。勇壮華
麗な奉納踊とアンコールを意味する「モッテコーイ」
の掛け声に観客の熱気も最高潮に達します。

「くんち」は「おくんち」と呼ばれることもあり、九州北部で行われる秋の実りに感謝して奉納するお祭りです。今回
は、三大くんち（九州三大秋祭）「博多おくんち」「唐津くんち」「長崎くんち」を紹介します。

九州北部の「三大くんち」と福岡市の「国史跡」
〜みんなで観に「来てんシャイ」〜

一般社団法人情報通信設備協会　九州地方本部
事務局長　阿部　准定

博多おくんち

唐津くんち

長崎くんち
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◆国史跡　福岡城跡・鴻臚館
150万人都市福岡には国史跡が二つあります。福
岡城跡と鴻臚館跡です。この国史跡は同じ場所で福
岡市城内にあります。黒田長政52万余石の「福岡城」
と古代の迎賓館に相当する施設「鴻臚館」をご紹介
させて頂きます。

■福岡城跡
慶長 5（1600）年の関ヶ原の戦い後、黒田長政が

筑前国 52 万余石を徳川氏から与えられ、福岡藩初
代藩主となりました。長政は初め名島城に入ります
が、翌年に那珂郡警固村福崎に新城を築くこととし、
長政自らが設計し、野口一成を普請奉行に命じまし
た。城名は黒田氏の故地である備前国邑久郡福岡に
由来します。城内は天守台、本丸、二の丸、三の丸
の 4 層に分かれ、47 の櫓が設置されました。城内の
建物や石垣は、江戸期を通じて幾分改変はあったも
の、築城当初の縄張りに大きな変化はなかったよう
です。 明治維新後、城内は県庁に使用され、その後
陸軍が駐屯し、多聞櫓などの一部を除き、大半の建
物が解体や払い下げにより失われましたが、福岡城
は近世福岡の発展の契機として大きな役割を果たし、
現在の福岡の都市整備の礎であることは変わりあり
ません。
  

■鴻臚館（こうろかん）
鴻臚館は古代（飛鳥・奈良、平安時代）の外交や

海外交易に関わる公的な施設で、中国・唐や朝鮮・
新羅の外交使節や商人をもてなすとともに、日本の
外交使節である遣唐使や遣新羅使の送迎にも使用さ
れました。同様の施設は平安京（京都）、難波（大阪）
にも設けられましたが、その遺跡が確認されたのは、
筑紫の鴻臚館だけです。　 昭和 62（1987）年、平和
台野球場外野席の発掘調査で鴻臚館の遺構が発見さ
れ、これまでの調査により堀で南北に分けられた二
つの館が造られたことや様々な陶磁器類など出土す
ることが分かりました。現在の中国の河北省、浙江省、
湖南省などで生産された大量の陶磁器や朝鮮の新羅・
高麗産の陶器、さらには西アジアのイスラム系陶器
やペルシャ系ガラス器などの出土品は、交易拠点と
しての鴻臚館跡の性格を現しており、国際港湾都市
福岡（博多）の原点がここにあると実感されます。

「福岡市史跡整備活用課作成パンフレットより転載」

「福岡市博物館所蔵」
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業界ニュース　8月 

　IDC Japan㈱は、国内の従来型携帯電話およびスマートフォン端末の2019年第 2四半期（4～ 6月）の出荷台数を
発表した。2019 年第 2 四半期、国内市場の従来型携帯電話およびスマートフォン端末の合計出荷台数は、前年同期
比 1.4％減の 707.3 万台となった。この要因としては、アップルの iPhone 出荷が前年同期比 7.5％増の 262.2 万台に回
復した一方、Android 系はハイエンド機種の出荷抑制傾向が続いたため、前年同期比 6.6％減となったことが挙げら
れる。ベンダー別で見ると、アップルは前年同期比でシェアが3.1ポイント増加し、37.1％でトップを維持した。2位
は 110.0 万台を出荷したシャープ（シェア 15.5％）、3 位は 67.0 万台出荷のサムスン（同 9.5％）、4 位に 60.8 万台の富
士通（同 8.6％）、5 位は 56.9 万台出荷の京セラ（同 8.0％）となった。スマートフォンについては、2019 年第 2 四半
期の出荷台数は、693.3 万台（前年同期比1.8％減）となった。

（URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ45451319 ）

ＩＤＣＪａｐａｎが２０１９年第２四半期国内携帯電話・スマートフォン市場実績値を発表

　TOA㈱は、屋外ドームカメラ一体型レコーダー「タウンレコーダー」1機種を2019年 8月 5日より発売した。
「タウンレコーダー」シリーズは、撮影機能と録画機能を一体化したオールインワンタイプのレコーダーである。フル
HD（1920× 1080ピクセル）の高精細映像での撮影・記録に対応し、電源供給配線だけで動作するため、映像信号線の
敷設が困難な街頭や、広い敷地の施設でも設置可能である。有事の際は、内蔵の無線LANを通してパソコン上から確
認、映像の取り出しができる。撮影した映像は本体内蔵SSDとSDカードに同時録画
でき、幅広い運用に対応。街の防犯・安全管理に貢献する。本機種では、LPWA（Sigfox 
規格）による通信機能を搭載。インターネット経由で機器の状態確認や、機器異常発
生時にメール通知などができる。カメラ部には赤外LED照明がついており、暗闇でも
被写体を撮影できる。さらにカメラ部ドームカバーには親水コーティング処理を採用
している。運用管理における手間とコストを抑え、より安心して使用できる。価格：オー
プン価格　お問い合わせ先：TOA㈱　お客様センター　TEL：0120-108-117

（URL: https://www.toa.co.jp/products/news/2019/news2019-08-01gr.htm ）

TOAが屋外ドームカメラ一体型レコーダー「タウンレコーダー」シリーズ、新機種を発売

タウンレコーダー　G-R211-1

　サクサ㈱は、中小規模オフィス向けUTM（統合脅威管理アプライアンス）「SS5000」シリーズに新たなサービス、機
能を追加した、「SS5000Ⅱ」シリーズを2019年 9月2日より販売開始した。新たに追加・強化された主な特長は、①「無
料ウイルス駆除サービス」を全ラインアップへ拡大：ウイルス駆除サービスの対象機種を全ラインアップへ拡大すると
ともに、万が一リモートでウイルス駆除できない場合でも、現地訪問対応を実施する。（離島除く） ②サクサ見える化：
各種グラフなどの視認性をアップするとともに、黒を基調とした高級感ある画面デザインへ刷新し、見やすくした。 ③
C&Cサーバ検知＋通知機能：PCがC&Cサーバと通信するマルウェア等に感染した場合、C&Cサーバとの通信をブロッ
クするとともに、登録したメールアドレスへ警告メールを通知する。 ④セキュリティ強化（GE1000連携）:社内ネットワー
クで異常な通信をしているPCを検知し、ネットワークから隔離することができるので、万が一外出先でPCがウイルス
感染してしまってもウイルスの拡散や、外部サーバへの感染ファイル転送を未然に防ぐことができる。お問い合わせ先：
サクサ㈱ 営業企画部　TEL:03-5791-3930

（URL: https://www.saxa.co.jp/pdf/20190826.pdf ）

サクサがビジネスにさらに安心をもたらす強力な UTM「SS5000Ⅱ」を販売開始

　NECは、空の移動革命の実現に向けて、空飛ぶクルマの移動環境に必要となる、交通整理や機体間・地上との通信
などを支える管理基盤の構築を本格的に開始する。本取組みの第一段階として、近未来型の空飛ぶクルマにおける機体
管理の機能や飛行特性を把握するために試作機を開発し、NEC我孫子事業場に新設
した実験場で浮上実験に成功した。今回、NECが開発した試作機のサイズは、全長
約3.9m・幅3.7m・高さ約1.3mである。空飛ぶクルマに必要となる、自立飛行や機
体位置情報把握（GPS）を含む飛行制御ソフトウェアおよび推進装置であるモータ
ドライバなどを新たに開発し、本試作機に搭載している。そして、新設した実験場
にて、試作機の浮上に成功した。

（URL: https://jpn.nec.com/press/201908/20190805_01.html ）

NECが空の移動革命の実現に向けて空飛ぶクルマの管理基盤構築に着手、試作機の浮上実験に成功

空飛ぶクルマの試作機
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　㈱ソニー・グローバルエデュケーションは、ロボット・プログラミング学習キットKOOV（クーブ）の学校向け教材「KOOV
ベーシックキット」を2019年 9月 2日より販売開始した。2020年に小学校でプログラミング教育が必修化されることを受け、
プログラミング教育への関心は高まっている。「KOOVベーシックキット」は、既に発売されている「KOOVアドバンスキッ
ト」、「KOOVベーシックキット」から、学校での学習に適したブロックと電子パーツを選別したコンパクトな構成のキットで
ある。カラフルで表現力豊かなブロックと、本体や駆動系（DCモーター）・光表現（LED）・音表現（ブザー）・センサー（赤
外線フォトリフレクタ）などデザイン性の高い電子パーツに、かたちをつくるのが楽しくなるその他付属パーツで構成されて
いる。価格（税抜き）：メーカー希望小売価格　24,880円　お問い合わせ先：㈱ソニー・グローバルエデュケーション　製品ホー
ムページhttps://www.koov.io/product#requirement　（URL: https://www.sonyged.com/ja/2019/08/22/news-ja/basic1/ ）

ソニー・グローバルエデュケーションが学校向けロボット・プログラミング学習キット
「KOOVベーシックキット」を発売

ソフトバンク㈱は、モバイルネットワークを通していつでもイ
ンターネットに接続できるパソコン「Yoga C630」（Lenovo 製）を
2019年8月15日より販売開始した。ソフトバンクオンラインショッ
プと、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の一部の “ソフトバンク ”
取扱店で販売する。本商品は、“ ソフトバンク ” の USIM カードを
挿入して使用可能で、「タブレット料金プラン」「タブレットずーっ
と割」など、タブレット向け料金サービスの対象である。「タブレットずーっと割」に加入された場合は、月額利用
料金980円で「Yoga C630」使用できる。特長は、①いつでもインターネットに接続可能な、スマートフォンのよう
に使用できるパソコン　②最適化された CPU により高い省電力性能や処理能力を実現、安心して長時間使用するこ
とが可能　③ 360 度回転する約 13.3 インチのディスプレーを搭載、さまざまなコンテンツを最適な方法で楽しめる。
お問い合わせ先：ソフトバンク㈱　URL: https://www.softbank.jp/mobile/products/option/lenovo-yoga-c630/
（URL: https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2019/20190808_01/ ）

ソフトバンクがモバイルネットワークでいつでもインターネットに接続できるパソコン
「Yoga C630」を発売

Yoga C630

　KDDI㈱と沖縄セルラー電話㈱は、驚くべき音質を実現する画期的なAppleのワイヤレススピーカー「Home Pod」を
2019年 8月23日より販売開始した。「Home Pod」は、Apple Musicや Siriと連携して、家の中で音楽をワイヤレスで楽
しむための新しい方法を提案する。「Hey Siri、この曲いいね」と話しかけると、「Home Pod」とApple Musicがあなたの
音楽の好みを学び、5,000曲以上の楽曲から数百あるジャンルやモードから好きになる曲を選び、その音楽の好みはすべ
てのデバイスで共有される。さらに、2台の「Home Pod」をステレオペアとして設置すると、臨場感あふれる圧倒的な
サウンドステージを作り出せる。さらに、「Home Pod」はAirPlay2に対応しているため、家全体にマルチルームオーディ
オを取り入れたり、人気のアプリやサービスからオーディオコンテンツを直接「Home Pod」にストレーミングすること
ができる。お問い合わせ先：auホームページ　https://www.au.com/homepod/

（URL: https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2019/08/16/3960.html ）

KDDI、沖縄セルラーが Appleのワイヤレススピーカー「Home Pod」を発売

　㈱NTTドコモは、充電ができず電源が入らなくなった携帯電話を再び充電できるようにすることで、携帯電話に保
存されているデータをよみがえらせるサービス「復活！あの頃ケータイ」を、2019年 9月1日より全国のドコモショッ
プにて開始した。本サービスは、ドコモをお使いの方に限らず、電池パックが取り外し可能な携帯電話（ドコモ以外の
製品も対象・一部特殊形状端子の電池パックや、スマートフォンなど内蔵電池タイプの機種については、電池パック診
断ツール非対応のため、受付対象外）を持参すれば、いつでもどなたでも無料で利用できる。思い出として保管してい
る携帯電話が、長期間未使用のため電池パックにロックがかかり充電ができず、保存されたデータが見られなくなる場
合があるが、本サービスでは携帯電話を再び起動させ、保存された写真、動画、メール、音声メモなど、お客様の思い
出のデータを閲覧、再生することができる。なお、見られるようになった写真などのデータは、ADカード、赤外線通信、
ドコモショップ店頭のデータ移行機器「DOCOPY」などを用いて、現在利用中の携帯電話へ移行・コピーすることが可
能である。お問い合わせ先：㈱NTTドコモ　全国のドコモショップ

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2019/08/30_00.html ）

NTTドコモが思い出と携帯電話がよみがえる「復活！ あの頃ケータイ」を全国のドコモショップで開始
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業界ニュース　9月 

　IDC Japan㈱は、国内の企業向けモバイルセキュリティ市場とクラウドセキュリティ市場の2019年から 2023年ま
での予測を発表した。国内モバイルエンタープライズセキュリティ市場の2018年～2023年の年間平均成長率（CAGR）
は 11.4％で、市場規模（売上額ベース）は2018年の 82億円から、2023年には 141億円に拡大すると予測する。2020
年の東京オリンピック／パラリンピックの開催に向け、公衆 Wi-Fi 環境が整備されており、モバイル環境における
Wi-Fi 通信での盗聴やハッキングなどのセキュリティ脅威は高まる。これによって、データ暗号化通信やウイルス対
策、モバイルデバイスでのコンテナ化やファイル暗号化などの情報漏洩対策に対する需要が拡大すると IDC でみて
いる。また、国内クラウドセキュリティ市場の 2018 年～ 2023 年の CAGR は、19.1％で、市場規模（売上額ベース）
は2018年の114億円から、2023年には273億円に拡大すると予測している。デジタルトランスフォーメーション（DX）
の進展によって社内／社外に関わらずさまざまなエンドポイントデバイスからクラウドサービスを通じて情報資産
を活用する機会が増えることで、クラウド環境へのセキュリティ対策需要が高まると IDCはみている。

（URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ45462119 ）

IDCJapanが国内モバイル／クラウドセキュリティ市場予測を発表

　㈱日立製作所は、AI などのデジタル技術を活用し、企業におけるブランド価値の維持・向上をトータルで支援する「ブラ
ンドモニタリングサービス」を 2019 年 10 月 1 日より提供開始した。本サービスは、日立独自の Web 検索技術と、テキスト
認識や画像認識のための AI を活用することで、SNS やブログ、アプリストア、イントラネットなどのお客様指定のサイトを
網羅的にモニタリングし、定期分析のレポートや管理ポータルの形式で提供するものである。今回、社名やロゴを悪用した不
正アプリの検知と、企業サイトにおける適正なブランド利用の管理、発表前製品画像などの機密情報の漏えい検知を対象とし
たサービスを開始した。価格：個別見積　お問い合わせ先：日立エンタープライズアプリケーションサービス お問い合わせ
フォームへ　http://www.hitachi.co.jp/products/it/appsvdiv/inquiry.html　

（URL: https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2019/09/0912.html ）

日立製作所が AIを活用し、企業ブランドの維持・向上を支援する「ブランドモニタリングサービス」を
提供開始

　SCSK ㈱は、働き方改革を実現する現場業務改善サービス「働き方改革ラボ」を 2019 年 9 月 5 日より提供開始し
た。本サービスの内容は、①現場個別業務全てのアプリケーションを対象にアセスメント実施。②全体最適による
対応方針策定および製品・サービス選定。③最適な製品・サービスの適用による DX の実現。④現場担当者・情シ
ス部門に代わる高度な IT スキルを持ったリソースの提供。⑤アジャイル開発によるプロトタイプ作成で、認識齟
齬無くスピーディーなシステム構築。お問い合わせ先：SCSK ㈱　流通・メディアシステム事業部門　流通・メディ
ア第三事業本部　営業第二部　第二課　働き方改革ラボ担当　TEL：03-5859-4248　

（URL: https://www.scsk.jp/news/2019/press/product/20190905.html ）

ＳＣＳＫが現場業務改善サービス「働き方改革ラボ」を提供開始

NECプラットフォームズ㈱は、LTEバンド3などに対応した小型軽量のLTEモバイルルー
タ「Aterm MP02LN」を2019年 10月上旬より販売開始した。本商品は、「Aterm MP01LN」の
後継モデルとして、LTEバンド3（1.7GHz）や 3G、国際ローミングへの対応、言語設定（日本
語／英語）など、モバイル通信での活用シーンを広げる機能を追加した。また、業界最小・最
軽量のコンパクトデザインやSIMロックフリー、LTEオート接続機能などの使いやすさを追
求した仕様は前モデルを継承している。色は、メタリックシルバーとシャンパンゴールドの2
色。本商品は、「OCNモバイルONE」、「楽天モバイル」等の通信サービスに対応しており、通
信事業者および家電量販店などから、順次、取り扱いされる予定である。特長は、①LTEバン
ド3、3G、国際ローミングに対応して利用可能範囲が拡大。②業界最小および最軽量のコンパ
クト設計で洗練されたデザインを継承。　③用途に応じた格安SIMサービスを選択可能。④インターネット接続が自
動で完了。　価格：オープン価格　お問い合わせ先：NECプラットフォームズ㈱ Aterm（エータム）インフォメーショ
ンセンター　TEL:0570-550-777
（URL: https://www.necplatforms.co.jp/press/201909/20190906_01.html ）

NECプラットフォームズが LTEバンド3などに対応した小型軽量の LTEモバイルルータ
「Aterm　MP02LN」を発売

LETモバイルルータ
「Aterm MP02LN」
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　㈱NTTドコモは、第5世代移動通信方式（5G）として割り当てられた周波数帯および商用装置を用いた「5G
プレサービス」を2019年 9月 20日より開始した。2020年春に開始する5G商用サービスと同じネットワーク装置や
同じ周波数帯を利用し、ビジネス創出を本格的に開始することに加え、5G 商用サービスと同環境を体験してもらう
など、5G商用サービスにつながる実質的な5G のスタートと位置付ける。「5Gプレサービス」で用いる5G無線基地
局などのネットワーク装置は、2020年春に開始する5G商用サービスと同環境である、商用サービスとして付与され
た免許による28GHz帯の 5Gを、日本で初めて提供する。提供端末：スマートフォン3機種（ソニーモバイルコミュ
ニケーションズ㈱、サムスン電子㈱、LG Electronics Inc.）　データ通信端末1機種（シャープ㈱）　

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2019/09/18_00.html ）

NTTドコモが「5Gプレサービス」を9月20日より開始

　NEC は、㈱ MC データプラスの安全書類作成サービス「グリーンサイト」と連携し、スマートデバイスを活用し
て建設現場で顔認証による入退管理を実現する「建設現場顔認証 forグリーンサイト」を2019年 10月より提供開始
した。「グリーンサイト」は、建設業界の元請会社・協力会社が労務・安全衛生に関する管理書類をクラウド上で簡
単に作成・提出・確認することが可能なサービスである。本サービスは、スマートデバイスを活用し、作業員の現場
入退時に顔認証を行うと同時に GPS 位置情報を取得することで、誰が、いつ、どこで入退場を行ったかの情報を記
録することができる。さらに、「グリーンサイト」に作業員名簿が登録されていれば、作業員個人に割り当てられた
QR コードと顔情報の紐づけにより、「グリーンサイト」利用中のどの現場でも顔認証で入退場ができる。価格（税
抜）：30 円／日（1 現場で作業員 1 人が入退場した場合）　お問い合わせ先：NEC　第二製造業ソリューション事業
部　E-mail：toiawase-dedura@gdx.jp.nec.com

（URL: https://jpn.nec.com/press/201909/20190926_02.html ）

NECが「建設現場顔認証 forグリーンサイト」を提供開始

サンワサプライ㈱は、ケーブルの導通・断線・結線ミスをチェックできる親機・子
機分離タイプの LAN ケーブルテスター「LAN-TST6」を 2019 年 9 月 17 日より販売開
始した。「LAN-TST6」は、ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べ
ることができる LAN ケーブルテスターである。RJ-45 コネクタ付きの UTP ケーブル・
STPケーブル、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べるこ
とができる。親機と子機の 2 つに分離できるので、長尺のケーブルや、LAN 配線工事
後のチェックに便利である。導通確認で点灯する LED の表示速度を 3 段階に切替えら
れる。ファースト測定モード、スロー測定モード、マニュアル測定モードと、自分に合っ
た表示速度を選択して結線状態をしっかり確認することができる。LED ライト付きで、暗い場所での作業にも便利
である。USB（micro USB）ポートが付いているので、micro USBケーブル付きAC充電器（DC5V）を接続すると、
9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトが使用できる。サイズは、マスターユニット（親機）
が幅70×奥行き26×高さ 104㎜、リモートユニット（子機）が幅35×奥行き26×高さ 104㎜である。価格（税抜）：
3,800円　お問い合わせ先：サンワサプライ㈱　https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/support_syohin.html
（URL: https://www.sanwa.co.jp/news/201909/lan-tst6/index.html ）

サンワサプライがケーブルの導通・断線・結線、ミスをチェックできる
親機・子機分離タイプの LANケーブルテスターを発売

LANケーブルテスター
「LAN-TST6」

　㈱リコーは、リコーが手掛けるクラウド型サイネージ配信サービス「RICOH Digital 
Signage（リコーデジタルサイネージ）」に対応した小型・軽量のセットトップボックス

（STB）の新製品「RICOH Digital Signage STB Type1」を2019年10月1日より提供開始した。
さらに、10月 9日にクラウドサービスをリニューアルし、ユーザーインターフェース（UI）
の刷新および機能追加を実施することで、オフィスサイネージ市場を中心にお客様へよ
り便利で使いやすいデジタルサイネージサービスを提供する。本製品は、幅 46㎜×奥行
き 85.4㎜×高さ 14.9㎜、重さ 85 ｇと小型・軽量のため、同梱の専用ケースでディスプレ
イの背面や取り付け金具等に直接貼り付けることができ、従来の STB の課題となってい
た設置の難しさに対して、簡単・手軽に設置できるようになった。また自動復旧や自動バー
ジョンアップ、遠隔再起動などの機能にも対応し、安定稼働を実現する。お問い合わせ先：
リコーテクニカルコールセンター　TEL:0120-892-111

（URL: https://jp.ricoh.com/release/2019/0918_1/ ）

リコーがデジタルサイネージ向け小型・軽量セットトップボックス
「RICOH Digital Signage STB Type1」を新発売

RICOH Digital Signage 
STB Type1
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特集

総務省は、我が国の情報通信の現況及び情報通信政策の動向について国民の理解を得ることを目的として、「情
報通信に関する現状報告」（情報通信白書）を毎年作成・公表しています。

「令和元年版情報通信白書」では、特集テーマを「進化するデジタル経済とその先にある Society 5.0」とし、平
成時代を中心に、情報通信技術（ICT）とデジタル経済がどのように進化してきたのかを振り返るとともに、そ
の進化の先にある社会としての Society 5.0を展望しています。本特集では、本編420ページの中から業界
関連を抜粋してご紹介します。詳細は総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/
whitepaper/r01.html）をご覧ください。［出典：「令和元年版  情報通信白書」（総務省）］

総務省が「令和元年版 情報通信白書」を公表しました
特集テーマ「進化するデジタル経済とその先にあるＳｏｃｉｅｔｙ５.０」

はじめに

■令和元年版 情報通信白書の目次

第 1 部　  特集：進化するデジタル経済とその先にある Society 5.0

第 1 章　ICT デジタル経済はどのように進化してきたのか
第 2 章　Society 5.0 が真価を発揮するために何が必要か

第 2 部　 基本データと政策動向

第 3 章　ICT 分野の基本データ
第 4 章　ICT 政策の動向

　インターネットが登場したころ、パソコンを通じて初めてその世界に触れた人は、モニター画面の中に現
実とは別の世界が存在することを感じただろう。インターネットは、「サイバー空間」というまさに別世界を
新たに創り出した。そこでは、画面の中を見つめる者にしか分からない様々なコミュニケーションが行われ
ているとともに、そのような者ですら認識できないような膨大なデジタルデータのやりとりが行われている。
他方、現実世界においては、かつて透明なチューブの中を「空飛ぶ車」が飛び交うといった未来が想像され
たものの、21世紀に入って20年が経とうとしている現在においても、車は引き続き地上の道路を走っている。
サイバー空間が大きな進化・発展を続けてきた反面、現実世界の進化・発展は当初期待されていたよりも緩
やかであったのかもしれない。そして令和の時代となった今、サイバー空間と現実世界が高度に融合する時
代が始まろうとしている。政府は、目指していく未来の社会像として、「Society 5.0」を掲げている。Society 5.0は、
狩猟社会（Society 1.0）・農耕社会（Society 2.0）・工業社会（Society 3.0）・情報社会（Society 4.0）の次に到来
する社会であり、サイバー空間と現実世界を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解
決を両立する人間中心の社会のことである。デジタル経済の進化の先には、このSociety 5.0がある。そして、
Society 5.0 が実現し、その真価を発揮することにより、我が国は諸課題が解決された豊かな社会を迎えるこ
とが出来るととも
に、国連が掲げる
SDGs（Sustainable 
D e v e l o p m e n t 
Goals：持続可能な
開発目標）にも貢
献することが期待
されている。
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第1章 ICTとデジタル経済はどのようにして進化してきたのか

●ネットワークの高速化・大容量化でインターネットの利用がより円滑に
移動通信システムにおいては、2006 年に第 3.5 世代移動通信システムを用いたサービスが始まった。第 3 世
代移動通信システムでは 1 枚の DVD をダウンロードするのに 27 時間から 30 時間掛かっていたものが、第
3.5世代では 45 分から 1 時間程度と速度が向上したことで、画像を含むホームページや動画の閲覧が円滑に
行うことができるようになり、携帯電話でのインターネット利用シーンはより豊かになっていった。2004年
には i モードサービスが使い放題になるパケット定額制の「パケ・ホーダイ」が開始された。それまでは使
用した分の通信量を支払う従量課金制であったため、データ通信量の増加に伴い高額な利用料金となるケー
スが発生するようになっていた。定額制が導入されたことで、ユーザーは基本的にデータ通信量を気にせず
にサービスを楽しむことができるようになった。
●「ガラケー」からスマートフォンへの移行
日本で多機能な携帯電話端末が進化する中で、海外でもより PC に近い携帯電話端末の開発が進められ、こ
のような端末は「スマートフォン」と呼ばれるようになった。2007 年に Apple が発表したスマートフォン

「iPhone」は、当時としては革新的な端末であり、Apple はこの発表の際、「タッチコントロール付きのワイ
ドスクリーンの iPod、革新的な携帯電話、画期的なインターネット・コミュニケーション・デバイス」と説
明した。そのデザイン性の高さと説明書を読まずとも操作できる使いやすさもあって人気を博し、世界的に
フィーチャーフォンからスマートフォンへの移行が始まった。翌年 2008 年に発表された「iPhone 3G」は日
本でもソフトバンクモバイル（現ソフトバンク）により販売が開始され、2009年にはAndroid対応のスマー
トフォンも発売された。当初、スマートフォンでは日本のフィーチャーフォンでは当たり前に使用できた絵
文字は使用できず、また「おサイフケータイ」の機能も搭載されていなかったため、我が国では一部で利用
をためらう動きもあった。しかしながら、スマートフォンは、OS 上で独自のアプリケーションの実行が可
能であり、無数に用意されたアプリからユーザーが使いたい機能をハードウェアにとらわれずサービス単位
で選択することが可能となったこと、また、それまで限定的にしか利用できなかったインターネットの閲覧
が PC のようにフルブラウザで容易に利用できるようになったことから、普及が進んでいった。特に、2011
年に発表された「iPhone 4S」からはKDDI/沖縄セルラー電話（au）においても iPhoneシリーズの販売を開
始し、2013年に発表された「iPhone 5s/5c」からはNTTドコモも販売するようになったため、スマートフォ
ンの利用はますます拡大した。
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第2章 Society 5.0が真価を発揮するために何が必要か

●デジタル経済の進化の先にある Society 5.0
デジタル経済の進化は、どのような社会を実現するのだろうか。その一つのコンセプトが、我が国が提唱す
るSociety 5.0 である。Society 5.0 とは、サイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステ
ムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会である。狩猟社会Society 1.0）、農耕社会

（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）の次に来る社会という意味が込められている。
当初は、第5期科学技術基本計画において打ち出されたキャッチフレーズであったが、今や研究開発の目標
を超えて、政府としての社会目標となっている。Society 5.0 の真価は、ICT が現実空間の様々なものを個別
に高度化する部分最適ではなく、ICTと現実空間が溶け合い、ICTによるつながりを活かすことで、社会の
全体最適を実現する点にあるといえる。そして、このことを通じ、単なる経済発展にとどまらない社会的課
題の解決を実現しようとするものである。前述の「技術悲観論」では、ICTは閉ざされた領域に限定された
イノベーションであるという主張が行われているが、Society 5.0 は、現実空間との融合による全体最適のイ
ノベーションを目指すものであり、「技術悲観論」への挑戦でもあるといえよう。そして、Society 5.0 が真価
を発揮する時代においては、デジタル経済は「経済」そのものとなるだろう。
●デジタル化による Society 5.0 の実現は SDGs にも貢献する
Society 5.0 の実現による社会的課題の解決は、国際連合が掲げる SDGs（持続可能な開発目標： Sustainable 
Development Goals）の達成にも貢献することが期待される。SDGs とは、国際連合が 2015 年に採択した
2016年から 2030年までの国際目標であり、持続可能な世界を実現するための17のゴールと169のターゲッ
トを掲げている。総務省は、2018年 12月より、「デジタル変革時代の ICTグローバル戦略懇談会」を開催し、
その中でデジタル化によるSDGsへの貢献イメージを整理している。
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第3章 分野の基本データ

●情報通信産業の経済波及効果は、付加価値誘発額において全産業中最大の規模
情報通信産業の生産活動に当たっては、様々な産業からの中間投入が行われ、これら産業において付加価値

（＝営業余剰、雇用者所得等）や雇用を創出する。このような情報通信産業の経済波及効果をみると、付加
価値誘発額は 84.8 兆円、雇用誘発数は 841.6 万人となっている。情報通信産業の付加価値誘発額は全産業中
最も高くなっているとともに、雇用誘発数については、産業の裾野が広いとされる「輸送機械」の雇用誘発
数（285.9 万人）よりも多くなっている。
ただし、2000 年時点での情報通信産業の付加価値誘発額は 73.8 兆円、雇用誘発数は 992.5 万人であった。
2000 年から 2017 年にかけて、情報通信産業の実質国内生産額は 87.0 兆円から 99.8 兆円へと増加しているに
もかかわらず、2017年には雇用誘発数は減少しており、情報通信産業による雇用誘発力は小さくなったこと
が分かる。

第4章 ICT政策の動向

●総務省による取組
総務省においては、2014年（平成 26年）2月から「4K・8Kロードマップに関するフォローアップ会合」を
開催し、同年 9 月には中間報告を公表した。その後、4K については、実用放送等の開始やコンテンツ制作
の進展など同報告に沿った取組を着実に推進してきた。さらに、2015 年（平成 27 年）7 月に取りまとめら
れた第二次中間報告においては、4K・8Kの将来を展望し、その対象期間を2025年（令和7年）頃まで延長
すること等を内容とする「4K・8K推進のためのロードマップ」の改定を行った。
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無線 LAN の最新規格 ｢IEEE802.11ax（Wi-Fi 6）｣
の展開が本格化してきた｡  Wi-Fi 6 対応をうたった無
線LANアクセスポイント（AP）が、コンシューマー
向けだけでなく、法人向けについても市場に出回り
始めている。
　ただ、｢実際には Wi-Fi 6 の認定を受けられないで
あろう製品も意外と多い｣ と指摘するのは、エクス
トリームネットワークス システムエンジニアリング
本部エンタープライズソリューション部 システムズ
エンジニアの韓斌氏だ。
　無線 LAN の標準化は、主に国際標準団体である
IEEE 802.11 のWG（Working Group）と､ 無線LAN
ベンダーで構成されるWi-Fi Allianceの 2団体により
行われている｡ 前者が技術仕様を策定し、後者は認
証プログラムを作成する。認証を受けた製品同士で
は相互接続性が担保される。
　IEEE 802.11 による標準化作業は、2019年 8月時点
で完了していない｡ ただし、｢技術仕様はほとんど固
まっている。現在は主に細かなドキュメントの調整
中だ｣ と韓氏は解説する。 2018 年時点からドラフト
販が策定されており、IEEE 802.11 の投票権を持つメ

ンバーから 75％以上の承認が得られたことで､ 現在
は技術仕様案のデバッグなどが行われている段階だ
（図表1）。
　また､Wi-Fi Allianceの認証プログラムもまだスター
トしていない。今は各メーカーが先行して製品開発
を進め、独自に ｢Wi-Fi 6 対応製品｣ を名乗って販売
している状況だ。そうした製品の中には、｢OFDMA
がアップリンクで利用できないなど､ 明らかに Wi-Fi 
6 の重要な要件を満たしていない製品も残念ながら存
在する｣ と韓氏は警告する。
　IEEE 802.11 の策定したドラフト版では、周波数の
利用効率を向上させる OFDMA（詳細は後述）は下
り通信での実装は必須だが､ 上りはオプションとなっ
ている。ただ､ 韓氏によれば OFDMA は Wi-Fi 6 の
重要技術であり、OFDMA を上りで利用できない製
品は､ Wi-Fi Alliance の認定を ｢まず受けられない
｣ のだという。認定を受けられない製品が繋がらな
いわけではないが､ Wi-Fi 6 への乗り換えを検討する
際は､ 製品のデータシートをしっかり確認するほか
､ Wi-Fi 6 の正式な認定を受けられる見込みなのかど
うか、メーカーに直接確認するといいだろう。

業界特集

Wi-Fiの新規格｢Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax）｣の仕組みとユースケースを解説する｡ 高密度環境に強くなり、実効
速度が大幅に改善された。 IoT化が進むオフィスや工場､ 大学などで採用が進みそうだ。

文◎松本　一郎（テレコミュニケーション）

高密度環境でも安定、オフィスやスタジアムでも活躍
Wi-Fi6の使い道を徹底解説

図表1　IEEE802.11ax（Wi-Fi 6）標準化タイムライン



13

■ LTE でも使われている OFDMA
Wi-Fi 6 における最大の進化が実効速度の向上だ。
シスコシステムズエンタープライズネットワーキ

ング事業担当シニアプロダクトマネージャーの前原
朋実氏は ｢Wi-Fi 6 はスループットよりも通信品質を
上げる方向にフォーカスしている｣ と解説する。
　Wi-Fi はこれまで最大通信速度をメインターゲット
に進化してきた。

Wi-Fi 5 （IEEE 802.11ac）では最大6.9Gbpsと、Wi-
Fi 4 （IEEE 802.11n）の 300Mbps と比べて､ 20 倍以
上の高速化が図られている｡ 対してWi-Fi 6 の最大通
信速度は 9.6Gbps と、Wi-Fi 5 からの進化はかなり控
えめだ。しかし、実効速度については ｢4倍を目指し
ている｣（日本ヒューレット･パッカードAruba事業
統括本部シニア ITスペシャリストの苫名亮氏）。
　実効速度の向上に大きく貢献するのが OFDMA だ。
これは､ 1つのチャネルを複数の端末に分割して割り
当てる技術で､ すでに LTE/4G 通信に採用されてい
る（図表2）。
　Wi-Fi 5 で採用されていたOFDMでは､ 1つのチャ
ネルを 1 つの端末がまとめて使っていた。しかし、
OFDMA では 1 つのチャネルを複数のサブキャリア
に分割し、複数のユーザーに効率的に割り当てる｡
複数のユーザーが同じチャネルで同時に通信できる
ようにすることで､ 周波数の利用効率を上げている
のだ。
　苫名氏は ｢アルバ社内で Wi-Fi の通信を計測した
ところ、オフィスでは､256byte以下のショートパケッ
トが中心だった。こうした小さなパケットを送るの
に OFDM 方式は効率が良いとは言えなかった｣ と指
摘する。OFDM では前パケットの送信完了を待つ必
要があったが､ OFDMA では必要に応じて帯域を分
け合うため待ち時間が大幅に短縮する。

■多数接続も安定、省電力も
　また､ Wi-Fi 5 の第 2 世代（11acwave2）で下り通
信に採用されたMU-MIMOが､ Wi-Fi 6 では上り通信
にも適用される。MU-MIMO とは電波干渉が起きな
いように位相をずらして複数の端末に向け､ 電波を
同時に送信する仕組みのこと。これまでは AP から
クライアントヘの通信のみ適用していたが、クライ
アントからの通信も同時に扱えるようになる｡ 最大
ストリーム数もWi-Fi 5の 4本から、8本に拡張される。
　 ま た､ Wi-Fi 6 で は OFDMA や MU-MIMO の 強
化に加えて､ 高密度環境での接続を安定させるため、
BSSカラーリングという技術も採用された。
　AP が乱立している都心部などでは､ AP 同士が
同じチャネルを使うことで､ 頻繁に干渉が発生して
いる。そこで､ Wi-Fi 6 からは MAC フレームにカ
ラーコードと呼ばれる情報が新たに記載されるよう
になった。カラーコードを参照することで､ 各端末
は自分が通信している AP を区別できるようになり、
接続が安定する｡ 苫名氏は ｢ようやく 1 台の AP に
100も 200もデバイスが繋がる環境が提供できる｣ と
語る。
　「Target Wake Time｣（TWT）という新機能も搭
載される。この機能では AP と端末間で通信を行う
タイミングをあらかじめ決定し、そのタイミングで
通信を行う。端末は AP の信号を待機する必要がな
くなり、必要な時間だけ通信機能をONにすることで、
帯域幅と端末のバッテリー消費を抑えられる（図表3）。

■ Wi-Fi6 のユースケース
　Wi-Fi 6 が活躍できるユースケースは多岐にわたる
（図表4）。特に期待が高まるのが ｢高密度環境｣ だ｡
人やデバイスが密集している場所でも安定してネッ
トワークがつながるようになる。
　高密度というと、スタジアムやライブ会場などの

図表2　OFDMとOFDMAの違い
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図表3　Wi-Fi 6の主要アップデート

非日常的な空間をイメージしがちだ。もちろんこれ
らの環境にも Wi-Fi 6 は有効だが､ ｢最近はオフィス
の AP にも何台も端末がつながるようになっている｣

（前原氏）。
　例えば､ ノートPC以外にもタブレットやスマート
フォンといったモバイル端末が普及した。さらに近
年ではセンサーやスマートロック､ 照明などの IoT
デバイスもオフィスに増え､ Wi-Fi でつながっている。
　公衆無線 LAN の改善も進みそうだ｡ 公衆無線
LAN は訪日外国人の増加に伴い、空港や飲食店など
でさらに増えている。｢我々のユーザーの中では、空
港の運営会社がWi-Fi をかなり重視してる。 Wi-Fi の
使い勝手を良くすることがユーザー体験の向上に直
接つながるからだ｣ と苫名氏は話す。
　公衆無線 LAN は多くのユーザーが利用するため、
｢遅い｣ ｢つながらない｣ といった不満が生じやすい｡
前原氏は｢これまで公衆無線LANについて､ユーザー
も無意識に『つながらなくてもしょうがない』と感
じていたと思う。しかし、Wi-Fi 6 では改善されてい
く｣ と語る。
　公衆無線LANが安定することでユーザーにクーポ
ンを配布する、ハッピーアワーにアナウンスをする
といったサービス展開もしやすくなる。
　他にも大学などの教育機関がWi-Fi 6 に期待を寄せ
ている。苫名氏は ｢食堂や講義棟など､ 単純に人が
集まる場所が多い｣ と理由を説明する。
　公立小学校から大学までで構成される米ジョージ

ア州の ｢Forsyth County Schools（フォーサイス群教
育学区）｣ は早速 Wi-Fi 6 を導入した｡ 約 4700 台の
AP のうち一部を Wi-Fi 6 対応の新型に更新したとい
う。いち早く導入することで､ 革新的なイメージを
対外的にアピールする狙いもあったようだ。

■ VR や工場では 5G と棲み分け
　VR ／ AR にも活躍する。苫名氏は ｢現在の VR は
ヘッドセットに有線ネットワークを接続している場
合が多い。ケーブルがあると動きが邪魔されるため、
ユーザー体験が阻害されているようだ｣ と指摘する。
そこで無線化の需要があるというわけだ。
　VR というと､ 5G も通信手段の候補に挙がる｡ 5G
の特徴の1つは低遅延。
｢ゲームなど、コンマ数秒を争う世界はWi-Fi よりも、

5G の方が向いているだろう。しかし、最近はキャビ
ンアテンダント（CA）の機内サービスのトレーニン
グなどにも VR は活用されている。こうした用途で
あれば､Wi-Fi 6 で対応できるのではないか」（前原氏）。
　工場の無線化が Wi-Fi 6 で進む未来もありそうだ｡
製造業全体で IoT の活用が本格化しているが､ 工場
のネットワークヘの要求は厳しく、｢通信が途切れて
製造ラインが止まるのではないか｣ など無線への懸
念は強い。
　一方で､ 構内は広いため、有線ネットワークでは
配線コストが高くなる。

そのため、工場全体に高品質な無線を張り巡ら

図表4　Wi-Fi 6ユースケース例
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す ｢ローカル 5G｣ への期待が高まっている。ただ、
ローカル5Gには免許が必要で､ デバイスのインター
フェースも整えなくてはならず､ 導入ハードルが高い。
　そこで､ 低コストで使えるWi-Fi 6 に期待する向き
もある。｢AGV（無人搬送車）を一部エリアで動か
す、リアルタイムでなくともいいが定期的にデータ
を取りたい、といったユースケースでは Wi-Fi も活
躍できる。5G を待つというユーザーもいるし、まず
は Wi-Fi で気軽に無線を試して､ 駄目なら 5G を待つ
というユーザーもいる｣ と前原氏は説明する。
　ただし、前原氏は ｢遠隔医療など、命にかかわる
ところではWi-Fi を使わないで｣ とも警告する。
 Wi-Fi は､ 免許不要なアンライセンスバンドを使っ
ているので､ 帯域のクオリティを保証できないため
だ｡ 干渉をコントロールしづらい屋外などでは5Gの
方が無難と考えるユーザーも多そうだ（図表5）。

■主要メーカーの特徴
　最後に各メーカーの Wi-Fi 6 対応製品の特徴をお
伝えしたい。シスコは Cisco Catalyst 9100 シリーズ
を提供している。中でもハイエンド向け製品である
｢Catalyst 9120｣ は ｢Cisco RFASIC｣ を搭載して機能
の強化を図っている。
　｢干渉源や DFS など､ 通信環境をモニタリングす
るサードラジオのアンテナを搭載している。これら
と BLE、Zigbee 通信など､ Wi-Fi の通信機能以外の
処理をCisco RF ASICに集約することで､ APの処理
負担を抑えられる｣ と前原氏は説明する。
　また、「大きな変化は RF シグネチャ（レイヤ 1RF
スナップショット）機能の搭載だ｣ と前原氏は強調｡
その名の通り、レイヤ1（電波）の波形を可視化する
機能だ。
　｢多くの AP は MAC アドレスフィルタリングな
どで不審な端末のアクセスを防ぐが､ MAC アドレ
スの偽装は難しくない｡ 電波の波形はチップセット
ごとに異なるため、侵入を防ぎやすくなる｣ と話す
Aruba はミドルレンジ向けの ｢ARUBA 510｣ からハ

イエンドの ｢ARUBA 550｣、その中間の ｢ARUBA 
530｣ からなるシリーズを提供している｡ 特徴は従来
シリーズ同様､ 同じ AP でコントローラー型､ 仮想
コントローラー型、クラウド型の 3 つの管理形態に
対応できることだ。
　仮想コントローラー型について苫名氏は ｢複数の
APをクラスタ化して、どこかのAPがコントローラー
になる。物理的にはコントローラーレスでありなが
ら管理やマネージドサービスがしやすくなる｣ と説
明する｡ 柔軟なネットワーク構成が可能になるため、
｢会社の規模が大きくなり、ネットワークをどんどん
拡張しても、Aruba 製品ならばインフラごと変える
必要は絶対にない｡ 投資保護につながる｣ と苫名氏
は語った。
　エクストリームネットワークスの [Extreme 505i] と
｢Extreme 510i /e｣ は AI による自動トラブルシュー
ティングを売りにしている。｢機械学習により、自ら
ネットワークの現状を勉強して､ 原因を特定し、修
正を行う。アルゴリズムも自動で調整する｣ と韓氏
は話す｡ AI による運用の自動化は各社とも力を入れ
ている分野だが､ 管理のしやすさやサポートの充実
などにも注力しているという。
　また、各社で共通していたのが Bluetooth 5.0
や ZigBee といった IoT 無線にも対応する点だ
｡ ｢Bluetooth ビーコンの代わりに AP で位置測位を
したいという需要が増えている｣ と韓氏は解説する。
また、｢アジアではホテルのカードキーなどをZigBee
で処理しているケースも多い。そこで Zigbee の受信
機とAPをまとめたいという需要がある｣（前原氏）。
　Wi-Fi 6 への移行をいつ実行するかは悩みどころだ
が､ Wi-Fi は下位互換性が確保されており、端末側の
対応がまだそれほど進んでいない今すぐ移行しても、
投資が無駄になるわけではない。｢端末の方が AP よ
りライフサイクルは短い。どうせ端末はどんどん出
てくる｣ と前原氏｡ 予算が確保できたタイミングで
積極的に乗り換えても損はしないはずだ。

（出典：テレコミュニケーション September 2019）

図表5　5GとWi-Fi 6ユースケース
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新製品・新サービス

パナソニック LSネットワークスがオール GIGA・1ポート当たり30W給電
PoE Plusスイッチングハブを大幅リニューアルして発売

■ラインナップ
給電電力とポート数に合わせて選定頂ける4～ 48ポートをラインアップ。

　ＩＰ電話、無線アクセスポイント、監視カメラ用に最適な機器をご選定頂けます。

■特徴
①雷サージ耐性10kV

　全ポートにサージ防護デバイス（SPD）を搭載し、ツイストペアケーブルから伝わる配線誘導雷サージを
アースへ流します。これにより雷サージ耐性が10kVに向上しました。（当社試験法補による）
　配線誘導雷サージ試験動画はこちらをご覧ください。

https://panasonic.co.jp/ls/plsnw/product/detail/42.html

パナソニックＬＳネットワークス㈱は、ネットワークカメラや無線アクセスポイントをフリーズから自動復旧さ
せるＰｏＥオートリブート機能を搭載し、全ＵＴＰポート側にも雷サージ耐性強化を行ったＧＡ－ＭＬシリーズ
を発売いたしました。

ポート数 給電可能電力 １ポート当たり 品番 品名 標準価格
4 120W 約 30W PN260494 GA-ML4THPoE+ 94,000 円
8 240W 約 30W PN260894 GA-ML8THPoE+ 135,000 円
12 360W 約 30W PN261294 GA-ML12THPoE+ 166,000 円
4 62W 約 15.4W PN260493N GA-ML4TPoE+ 77,000 円
8 124W 約 15.4W PN260893 GA-ML8TPoE+ 115,000 円
12 185W 約 15.4W PN261293 GA-ML12TPoE+ 150,000 円
16 250W 約 15.4W PN261693 GA-ML16TPoE+ 180,000 円
24 370W 約 15.4W PN262493 GA-ML24TPoE+ 220,000 円
8 62W 約 7W PN260892N GA-ML8TCPoE+ 98,000 円
16 124W 約 7W PN261692 GA-ML16TCPoE+ 154,000 円
24 185W 約 7W PN262492 GA-ML24TCPoE+ 192,000 円
48 370W 約 7W PN264892 GA-ML48TCPoE+ 250,000 円

表①：GA-MLシリーズ一覧

図1:雷サージ耐性強化イメージ図
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　②PoEオートリブート機能
　PoE 接続機器のフリーズを自動で検知（Ping/LLDP/ 閾値）し、給電の OFF/ON を行うことで接続機器
をリブート（再起動）させフリーズから復旧させます。PC レス、SE レスで自動復旧致しますので技術要
員や保守要員の確保が難しい場合にもシステムのダウンタイムを最小限にします。

③ファンレス設計　※対象製品：GA-ML4TPoE+/GA-ML8TCPoE+
執務室内においても音が気になりません。
埃・粉塵の吸い込みがないので機器故障の可能性がありません。

④静音ファンコントロール
　給電容量に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。
　デスクサイドや執務室内や、廊下などの静かな環境でもお使いいただけます。

⑤トリプル認証・ステップ認証
　MAC認証・WEB認証・IEEE802.1X認証 3方式に対応
　1ポートで複数方式の認証が可能です（トリプル認証）
　ユーザー認証と端末認証を段階的に実行可能です（ステップ認証）　

GA-MLシリーズの詳しい資料がご必要な場合や検証機のお貸出しが必要にはお気軽にお問合せ下さい。

■お問い合わせ先
　パナソニックLSネットワークス株式会社　事業本部　営業企画部　販売推進企画課
　担当：今地　imaji.masato@jp.panasonic.com

図2：PoEオートリブート機能イメージ図
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INFORMATION

国土交通省よりインフラツーリズムポータルサイトのご案内
〜インフラで秋の彩りを楽しもう！〜

季節ごとに表情を変えるインフラ施設。インフラ
ツーリズムポータルサイトでは、全国のインフラツ
アーや見学会の情報を紹介しています。秋の行楽シー
ズンにインフラツーリズムはいかがでしょうか。

常に身のまわりには多くのインフラがありますが、
普段あまり意識することは少ないのではないでしょ
うか。インフラツアーは、インフラに近づき、触れ
ることのできる絶好の機会です。参加すれば、イン
フラへの理解が深まり、これまでにはなかった新た
な発見があるかもしれません。

管理中のインフラや工事中のインフラを対象にし
たツアーも全国各地で実施されています。

インフラツアーは、従来のように管理者が主体的
に実施する「現場見学」だけではなく、民間の旅行
会社が企画立案して有料で催行される「民間主催ツ
アー」があり、多岐にわたっていますので、旅行の
参考にしてみてください。

■インフラツーリズムポータルサイト
URL: http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/
　　　infratourism/index.html

■インフラツーリズム施設例
 

■お問い合わせ先
国土交通省　総合政策局　公共事業企画調整課
TEL：03-5253-8111（代表）

　　　　03-5253-8912（直通）

国土交通省は、地域活性化のため、インフラをよりご理解いただくためにインフラツーリズムを推進しています。
深まる紅葉、赤く燃える夕焼け。自然の中にたたずむダムや橋、港、灯台などのインフラ施設は季節によって表
情を変えます。今だけ、ココだけでしか見られない最新のインフラツアー全４１７件（昨年同期比23％増加）が
インフラツーリズムポータルサイトに掲載されましたのでご紹介します。

津軽ダム（青森県）

旭橋（北海道）

神通川水系砂防（岐阜県）

紀の川大堰（和歌山県）
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地方本部　INFORMATION

本部
関東

2019 年度 ＩＴＣＡセミナー　 本部・関東地方本部　共催
日程 2019 年 11月20日（水）

受講料 無料
時間 13:30～ 17:00（開場 13 時）

会場

東京：メルパルク東京　4F　孔雀の間
（東京都港区芝公園 2-5-20　TEL:03-3433-7210）
http://www.mielparque.jp/tokyo/

映像中継：全国（札幌～沖縄等 21カ所接続）

申込み
方法

本部・関東 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、
各地方事務局へ FAXでお申込みとなります。

研修
内容

1.「将来の通信ネットワークを見据えた
　　技術政策等の動向」
  講師：総務省総合通信基盤局 電気通信事業部
　　　電気通信技術システム課
　　　課長　　中村 裕治　氏

2.「ドコモが目指す５Ｇ時代のビジネス協創
   ～さまざまなパートナーと創る未来～」
  講師：㈱ＮＴＴドコモ　法人ビジネス本部
　　　５Ｇ・IoTソリューション推進室
　　　室長　　船越 健志　氏

問合
せ先

本部・関東事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711

※詳細は、本部・関東ホームページ（http://
www.itca.or.jp/または https://kanto.itca.or.jp/）
をご覧ください。

関東

2019 年度　中級ネットワーク技術者研修（情報ネットワークプランナーマスター資格取得）
日程 2019 年 11月27日（水）～28日（木） 定員 10名

時間 9:00～ 17:30 受講料 会員　43,200円　非会員　57,240円
（税込、Web 試験１回分、資格認定料を含む）

会場 アライドテレシス　研修室
（品川区五反田7-21-11　第 2TOCビル1F）

申込み
方法

本部ホームページ「ITCA 本部主催研修」より
Web申込となります。
URL:http://www.itca.or.jp/

研修
内容

ブロードバンドルータ、LANスイッチ（L2/L3）とを
利用したハンズオンセミナーです。ルーティング基礎か
らスイッチング基礎を習得することで、インターネットマ
ンションや企業ネットワーク等を想定した構築の基本を
習得できます。

問合
せ先

関東地方本部事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711
※詳細は本部ホームページ「ITCA 本部主催研修」

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。

対象者 情報ネットワークプランナー資格取得者。または、IP 系基礎技術習得者並びに同等の知識がある方。

関東

2019 年度　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）
日程 2019 年 11月29日（金） 定員 10名

時間 9:00～ 17:30 受講料 会員　32,400円　非会員　48,600円
（税込、Web 試験１回分、資格認定料を含む）

会場 アライドテレシス　研修室
（品川区五反田7-21-11　第 2TOCビル1F）

申込み
方法

本部ホームページ「ITCA 本部主催研修」より
Web申込となります。
URL:http://www.itca.or.jp/

研修
内容

無線 LAN 技術の総論とキーとなる基本機能を学習
し、無線 LAN 機器のAPにおける基本的なコンフィ
ギユレーションが出来るようになり、加えてサーベイツー
ルを介しての無線 AP 設計・構築、トラブルシューティ
ング方法を学びます。

問合
せ先

関東地方本部事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711
※詳細は本部ホームページ「ITCA 本部主催研修」

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。

対象者 初級ネットワーク技術者研修の習得者レベルの受講者。中級ネットワーク技術者研修の受講者であれば尚良い。

中国

2019 年度 AUTO_CAD（P21 形式）技術者研修

日程
第 1 回 2019 年 12月4日（水）～12月6日（金）

定員
12名

第 2 回 2019 年 12月11日（水）～12月13日（金） 12名
時間 9:00～ 16:00 受講料 （会員）16,700円  （非会員）28,000円　税込み

会場 ポリテクセンター広島　　　　　　　　　　　　　
（広島市中区光南 5-265）

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

電気通信設備設計業務の自動化と効率化を目指し
て、CADシステムの効率的な管理運用を図れる、
エンジニアの養成を目指します。

問合
せ先

中国地方本部事務局
TEL082-569-9972　FAX082-569-9972　　          
※詳細は中国地方本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp/cyugoku）
対象者 Auto_CADシステムの初心者を対象に研修を行います。
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地方本部 　イベント報告

北海道

日程 2019 年 9月18日（水）
時間 16:00～ 17:10

会場 札幌市資料館（札幌市中央区大通西 13 丁目）
■北海道地方本部　見学会の開催
　２０１９年度に計画していた企業見学会を開催しました。
　今回のテーマは「大人の嗜み」と題し、参加者１３名で札
幌市の歴史的建造物であり札幌市指定有形文化財の旧札幌
控訴院を訪問し資料館の坂本館長様から建物の由来、建物
の特徴や法の象徴であるギリシャ神話の目隠しされた法の女神
テミス等の説明を受けました。

　説明は建物に使用されている札幌軟石（４万年前に支笏の
噴火により火砕流が高温で一旦熔けた火山灰が後に冷えて固
まったもの）から始まり刑事法廷展示室や検事室など細部にわ
たり見学し、見学メンバーは当時の検事の上着を着用させてい
ただき、思いを大正時代にタイムスリップさせ当時の裁判模様
に想像を巡らせていました。　　　
　見学終了後にはロイトン札幌にて懇親会を開催し参加者全
員から自分の故郷自慢を披露していただき、楽しいひと時を過
ごしました。

北海道

日程 2019 年 9月25日（水）
時間 13:00～ 17:10

会場 アライドテレシス（株）北海道支社
（札幌市北区北 7 条西 1-2-6　NCO 札幌 16 階）

■北海道地方本部　無線サーベイ基礎研修会の開催
　アライドテレシス情報通信設備協会向け 無線サーベイ基礎
研修を開催しました。
　今回の研修は無線ＬＡＮの技術・現場作業のテクニックをつ
けるという目的から無線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した。

◆取得スキル
１． お客様の環境に適した無線ＬＡＮアクセスポイントが選定できる。

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。　　　　

　　
　　以上の４項目のスキルを身に着けることができました。

東海

日程 2019 年 9月14日（土）、10月5日（土）
時間 9：00～ 17：00

会場 名古屋工学院専門学校　361 教室
■東海地方本部　教育委員会主催　
　工事担任者受験対策講座
　教育委員会では本年度、名古屋工学院専門学校とのアラ
イアンスにより工事担任者受験対策講座を開催しました。
　これまでは東京の教育機関から講師の派遣を依頼していた
ため、講師料の他、交通費、宿泊費が含まれた費用であっ
たため、高額となり、講座開催に関して1 人当たりの受講料も
高額となり最低開催受講人員をクリアしないと、開催中止せざ
るを得ない状況でした。この課題を克服し、名古屋工学院専
門学校とのアライアンスにより少ない受講者数でも本年度の工
事担任者受験対策講座を開催する事が可能となりました。

◆ＡＩ・ＤＤ総業種コース
　開催日　　　９月１４日（土）
　　　　　　１０月  ５日（土）
　受講者数　 ８名

◆ＤＤ第３種コース（予定）
　開催日　　１０月１２日（土）の予定でしたが、
　　　　　　台風１９号の影響を考慮し１１月９日（土）に
　　　　　　延期しました。
　受講者　　３名（延期前の予定は４名）

札幌市資料館（旧札幌控訴院）1926年建築 資料館の説明模様 判事椅子前で記念撮影

高橋講師の解説・熱心に受講する模様

無線装置 建物を想定した電波遮断カバーを使い
1m、5m、10mごとの電波の強さを
測定

熱心に耳を傾ける受講者
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委員会・理事会等模様

2019年度第1回教育委員会模様
１．日時　　　2019年 10月 17日（木）
　　　　　　　13時 30分～ 17時 00分
２．場所　　　Web会議（本部＋2対地接続）
３．出席者　　藤田義明教育委員長、長谷川浩正副委員長、
　　　　　　　塚本豊委員、河内康志委員、
　　　　　　　森山孝委員、
　　　　　　　アライドテレシスアカデミー㈱　
　　　　　　　　小林忍社長
　　　　　　　アライドテレシス㈱　
　　　　　　　　高橋哲哉シニアマネージャー
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）ITCA本部研修中間報告（プレゼン）
　　アライドテレシスアカデミー㈱　　小林　忍　社長

（2）2019年度研修実施状況及び検討事項
（3）ITCA事業運営検討WG検討状況について
（4）アライドテレシス無線サーベイ基礎研修実施状況
（5）ヤマハネットワーク機器実践講習会実施状況
（6）2019年度 ITCAセミナーについて　
（7）その他

2019年度第１回業務委員会模様
１．日時　　　2019年 10月 23（水）
　　　　　　　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　　今井秀昭業務委員長、
　　　　　　　石田延章委員、田中優治委員、
　　　　　　　吉本幸男委員、竹中光委員、
　　　　　　　麓譲委員、阿部准定委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）LAN認定状況及び今後の取組み
（2）オフィスリンク取組み状況
（3）光コラボ事業の取組み状況
（4）アライドテレシス協業取組み状況
（5）関東の取組み状況
（6）ITCA事業運営検討WG検討状況について
（7）2019年度 ITCAセミナーについて
（8）その他

2019年度第１回広報委員会模様
１．日時　　　2019年 10月 25日（金）
　　　　　　　13時 30分～ 15時 00分
２．場所　　　Web会議（本部＋3対地接続）
３．出席者　　栩谷晴雄広報委員長、松山仁副委員長、
　　　　　　　山田恭郎委員、松本正幸委員、
　　　　　　　渡邊秀治委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）「ITCA11月号」編集状況
（2）「ITCA」発行状況
（3）本部ホームページ更新状況
（4）機関誌アンケート状況について
（5）ITCA事業運営検討WG検討状況について
（6）2019年度 ITCAセミナーについて
（7）その他

2019年度第2回総務財務委員会模様
１．日時　　　2019年 10月 30日（水）
　　　　　　　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、
　　　　　　　今井秀昭委員、木村清高委員、
　　　　　　　関東範一委員、酒井章治委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）入退会状況等について
（2）2019年度上期決算状況について
　　・貸借対照表
　　・正味財産増減計算書 (上期・2019見込 )
　　・貸借対照表 (組織別 )
　　・正味財産増減計算書 (組織別 )
　　・正味財産増減計算書 (公益目的支出計画2019見込 )

（3）ITCA事業運営検討WG検討状況について
（4）2019年度 ITCAセミナーについて
（5）職務執行状況報告について
（6）Web会議の利用状況について
（7）2019年度役員名簿
（8）その他

新会員（2019年9月1日～10月31日）

■賛助会員
◎　会社名　　 パナソニック LSネットワークス株

式会社
　　　　　　　（2019年9月26日入会）
　　所在地　　東京都港区　
　　代表者　　林　宏治　　
　　TEL　　　03-6402-5300
　　事業内容　 ネットワーク機器製造・販売、
　　　　　　　監視カメラシステム設計、構築
　　URL　　　https://panasonic.co.jp/ls/plsnw/

■通常会員
◎　会社名　　日本フィールドワン株式会社
　　　　　　　（2019年9月19日入会）
　　所在地　　東京都新宿区　
　　代表者　　由井　満　　
　　TEL　　　03-5287-6022
　　事業内容　電気通信設備工事、電気工事、
　　　　　　　消防設備工事、調査、設計、施工、
　　　　　　　保守
　　URL　　　https://www.nfo.co.jp/
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令和元年度優秀施工者国土交通大臣顕彰を
建設マスター４氏・ジュニアマスター１氏が受賞

国土交通省では、現場の第一線で「ものづくり」
に直接従事している方の中から、特に優秀な技能・

技術を持ち、後進の指導・育成等に多大な貢献をし

ている建設技能者の方を対象として、平成 4 年より
優秀施工者建設大臣顕彰を、また平成 13 年度から
は「優秀施工者国土交通大臣顕彰」に名称を変更し
て授与しています。令和元年度の被顕彰者 456 名の
うち、「電気通信工」部門では情報通信設備協会会
員から 4 名が選ばれました。優秀施工者は、建設工
事における名人、親方、師匠、熟練者であることから、
通称［建設マスター］と称されています。

また、平成 27 年度から建設マスターに達するま
での技能の向上のインセンティブを与えることを目
的として、優秀な技能・技術を持ち、今後更なる活
躍が期待される青年技能者の方々を対象とした顕彰
制度［建設ジュニアマスター］が開始され、「青年
優秀施行者土地・建設産業局長顕彰」被顕彰者 105
名のうち、1 名が選ばれました。10 月 11 日（金）
に東京都港区芝公園のメルパルクホールで顕彰式典
が開催され顕彰状が授与されました。

■「建設マスター」「建設ジュニアマスター」について

　［建設マスター顕彰基準］

　①技術・技能が優秀であること。
　②工事施工の合理化等に貢献していること。
　③後進の指導育成に努めていること。
　④安全・衛生の向上に貢献していること。
　⑤他の建設現場従業者の模範となっていること。

［建設ジュニアマスター顕彰基準］

　①技術・技能が優秀であること。
　②工事施工の合理化等に貢献していること。
　③将来その活躍が一層期待されること。
　④安全・衛生の向上に貢献していること。
　⑤他の建設現場従業者の模範となっていること。

［選考方法］

建設マスターは建設業者団体、都道府県又は国土
交通省北海道開発局及び地方整備局から推薦を受け
た方、建設ジュニアマスターは、建設業団体から推
薦を受けた方について、優秀施工者国土交通大臣顕
彰審査委員会において審査・選考しています。

受賞者紹介

［優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）］

◎西山 和夫 氏　

会員名：日新電話設備株式会社（関東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　通信機器端末工事に従事し、メタル・光・IP・
LAN・専用線等の技術に優れており会社内での新技
術の水平展開等、ベテラン指導者としての高い指導
力を遺憾なく発揮している。20 数班の施工班のリー
ダーとして現場を統率し、若手従業員の模範となり
日夜育成に努めている。取得資格は、工事担任者ア
ナログ 2 種、デジタル 1 種 DD1 種、NTT 技術認定
資格ユーザ施工等。
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◎野田 良三 氏

会員名：高見通信工業株式会社（東海地方本部会員）
所在地：愛知県名古屋市
主な推薦理由：
　電話交換機をはじめとする情報通信機器全般の設
置工事に携わりながら、工事担任者等の技術資格の
取得など自己研鑽を積んできた。設備の長時間停止
が許されない自治体施設や病院、大規模な設備とな
る大学等の教育機関や製造業を中心に数多くの設備
工事に従事してきた。取得資格は、工事担任者アナ
ログ第 1 種等。

◎土井 孝太 氏

会員名：大成ナグバス株式会社（中国地方本部会員）
所在地：広島県広島市
主な推薦理由：
　電気通信工に係る工事に幅広く携わり、電気・通
信・無線等の資格取得など自己研鑽を積み、永年の
職務従事により培った知識・技能を有している。特
に、伝送装置や無線機等の据付から試験調整、そし
て運用設備への切替作業まで一貫して対応できる技
能に優れている。取得資格は、第一級陸上特殊無線
技士、第一種電気工事士、工事担任者 AI・DD 総合
種等。

◎高田 次郎 氏

会員名：大和電設株式会社（関西地方本部会員）
所在地：京都府京都市
主な推薦理由：
　情報通信工事に多年にわたり従事し、その蓄積さ
れた知識、技能は広範囲で、また業務上必要な国家
資格及び技術資格を積極的に習得し、日々進歩する
情報技術に対応し、他の模範となるよう自己研鑽に
努めている。取得資格は、工事担任者 AI・DD 総合
種、IPTPC　VoIP 認定技術者、情報通信エンジニア、
消防設備士甲種第 4 類等。

［青年優秀施工者土地・ 建設産業局長顕彰（建設ジュ

ニアマスター）］

◎髙橋 隆信 氏

会員名：大和電設工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地：京都府京都市
主な推薦理由：
　情報通信設備の施工に長年携わり、日進月歩の発
展・多様化を見せる情報通信の分野に於いて、新し
い知識・技術の習得に努めており、既成概念にとら
われず問題解決に柔軟に対応する能力に優れている。
取得資格は、工事担任者 AI・DD 総合種、電気通信
主任技術者、第二種情報処理技術者、情報通信エン
ジニア等。
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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-‐‑‒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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東北地方本部 
〒985-0823
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アジアで初めてのラグビーワールド
カップ日本開催が9月20日に開幕しまし
た。日本は、前回の南アフリカ大会で果
たせなかった1次リーグを全勝で突破
しましたが、準々決勝で敗退してしまい
ました。日本開催ということで私も「にわ
かファン」となり、出場選手をチェックし
てルールブックで予習をしました。ラグ
ビー憲章には、「品位」「情熱」「結束」
「規律」「尊重」の基本原則があり、試
合を通じてラグビー精神の清 し々さを
感じました。大いに盛り上がったラグ
ビーワールドカップですが、情報通信業
界の熱い戦いといえば、技能五輪が
愛知県で11月15日～18日まで開催され
ます。入場無料ですのでお近くの方は
行かれてみてはどうでしょうか。

（編集委員）
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