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FRONT VOICE

一般社団法人 情報通信設備協会
会長　大木  一夫

新年を迎えて

新年明けましておめでとうございます。
また、会員の皆様におかれましては、良き新年を

迎えられたこととお慶び申し上げます。
　
　昨年は、トランプ政権をはじめ世界各国において
新たな政治の動きが活発化するとともに、日本にお
いても突然ともいえる解散総選挙があり、新たな政
治がスタートしました。一方、経済面では、なかな
か実感がわかないといわれる中、好景気が続き、企
業業績は好調で、株価もバブル崩壊以降の最高値を
更新した年でもありました。

本年は、この好景気が続くことを願う一方、北朝
鮮情勢をはじめ多くの不確定、不安定な状況が続く
ことが予想され、状況変化に柔軟かつ的確に対応で
きる備えをしっかりとしておくことが重要な年にな
るのではと考えます。

ICT の世界においては、多彩な端末、センサがネッ
トワークにつながり、そこから得られた様々な情報
がクラウドに収集され、そこに蓄積されたビッグデー
タがディープラーニングをはじめとした最新の人工
知能・AI により解析され、新たなサービスの創出や
飛躍的な生産性向上を実現する「IoT の時代」が本格
的に始まってきております。

このような新しい時代を迎え、ユーザのニーズは、
端末・ネットワーク・ソリューション・サポート等
をパッケージ化した窓口一本の統合サービスを求め
るものになっています。

また、そこで求められる技術は、従来のハードを
中心とした端末、ネットワーク、LAN 技術はもちろ
ん、無線、サーバ、アプリケーション、セキュリティ
技術等広範なものとなっています。

さらには、これら大きな環境変化は、従来の枠組
みを超えた新たな企業間の連携やコラボレーション
を求めており、これからの事業展開においては、柔
軟かつしっかりとした先見性のもとでの新たなビジ
ネスモデルへのチャレンジが重要となっております。

　ITCA は、昨年、これら大きく変化するサービス・
技術・事業環境等へスピーディかつ柔軟に対応する

ための施策を会員の皆様とともに推進してまいりま
した。

研修事業においては、e－ラーニングや Web 試験の
導入を本格化するとともに、中級ネットワークと無
線 LAN の一括研修を初めて実施するなど研修内容の
充実に努めてきました。

11 月には、関東地方本部と協会本部が ITCA セミ
ナーを初めて共催し、その講演は Web 会議システム
で全国 15 か所に同時配信され、約 260 名の会員等参
加により、まさに協会一体となった取り組みとなり
ました。

また、ビジネス協業の取り組みとして、研修事業
で協業しているアライドテレシス社と新たにパート
ナー認定会員事業をスタートしました。これまでの
ドコモオフィスリンク事業や光コラボ事業について
も受注増等着実な進展を見せております。

さて、本年については、昨年に引き続き、「魅力あ
る協会、入会メリットを実感できる協会づくり」を
まず第一に、昨年精力的に進めてきた施策をさらに
充実推進するとともに、セキュリティ等新たな研修
の検討や戦略セミナーの開催、新たなビジネス連携
等について引き続き取り組んでまいります。また、
長く懸案であった財務基盤の確立を確固たるものに
する年でもあると考えております。

さらには、一般社団法人化にあたり国から義務付
けられた公益目的事業の実施義務が終了する平成 31
年度を翌年度に控え、義務終了以降の協会の目指す
べき姿や協会運営の在り方等について検討を始めた
いと考えております。

今や、ICT があらゆる分野で活用され、国の将来
や地方の活性化、企業の競争力等を支える最重要な
分野となっております。このような事業環境は、厳
しいながらも大きなチャンスの時でありチャレンジ
の時かと思います。

ITCA は、会員各社と協会のさらなる発展に向け、
チャレンジしていきたいと存じますので本年もどう
かよろしくお願いいたします。
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地方本部だより

【FUKUOKA NEXT】

人と環境と都市活力の調和がとれた「アジアのリー
ダー都市」を目指し、次のステージに飛躍するため
に「FUKUOKA NEXT」として様々なチャレンジを
一体的に推進しています。
　この「FUKUOKA NEXT」におけるリーディング
プロジェクトが、ウォーターフロントネクスト（中
央ふ頭・博多ふ頭の再整備）です。
　近年、ウォーターフロント地区には、アジアから
のクルーズ船の寄港や MICE 施設の集積により、国
内外から多くの人が集まる日本でもトップクラスの
交流拠点となっています。
　今後、港湾、MICE などの地区の強みを更に伸ば
すとともに、天神・渡辺通地区、博多駅周辺地区に

並ぶ、賑わいある都心の新たな拠点として、市民を
始め、世界中から様々な人をひきつけ、アジアの活
力を取り込み、アジアの中で存在感のあるウォーター
フロント地区を目指しています。
（福岡市住宅都市局 都心創生部 ウォーターフロン
ト再整備推進課より）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ MICE（マイス）とは、企業等の会議（Meeting）、
企業等が行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国
際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、
展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭
文字を合わせた造語。多くの集客交流が見込まれる
ビジネスイベントなどの総称です。

福岡市は、海に開かれアジアとの交流の歴史の中で発展を続けて来ました。
人流のハブ、交通のハブ、ビジネスのハブとして、アジアと九州・日本を結びつける大きな役割があります。今、
このハブ機能をさらに強化させ，福岡市（現在人口１５７万人 全国５位）から九州・ 日本の成長を力強く牽引し
て行くことが期待されています。

福岡市ウォーターフロントネクスト計画
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
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ウォーターフロント地区（中央ふ頭・博多ふ頭）は、
福岡国際会議場を始めとするコンベンション施設が
集積するとともに、韓国との定期船やアジアからの
クルーズ船の寄港など、国内外から多くの人々が訪
れるエリアとなっており、福岡市都心部における天
神・渡辺通地区、博多駅周辺地区と並ぶ新たな拠点
となっています。 この地区の特性である、MICE 機
能や海のゲートウェイ機能の更なる充実・強化を図
り、アクセス性や回遊性の向上、並びに日常的な賑
わいを創出することで、天神・渡辺通や博多駅周辺
地区と連携を図りながら、福岡市の成長エンジンと
なる都心部の国際競争力の強化を目指すとともに、
都心部の貴重な海辺空間を生かし、市民や国内外の
方々に親しまれる魅力的な都心部ウォーターフロン
ト造りに取り組んでいます。 

 【将来像・コンセプト】

ウォーターフロント地区に賑わいのある機能を開
発することで、福岡の既存の都市機能を補完、向上
させ、世界規模の目的地をつくる。

 ＜三本の柱＞

◆むかえる：港湾機能の整理と強化を図ることで、人・
物のゲートウェイを構築する
◆もてなす：ホテル・エンターテインメント開発に
より、集客と賑わいを創出する
◆交流する：新規ＭＩＣＥ機能の導入により、現在
のコンベンション需要のオーバーフローを解消する

【将来イメージ】
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業界ニュース　10月 

NTT コミュニケーションズ㈱は、2017 年 6 月に発表した Google とのパートナーシップの一環として、2017 年 10
月 5 日より「G Suite」の提供を開始した。また、「G Suite」とともにオプションサービスや NTTcom の導入サポー
トを一体で提供することによって、同サービスのスムーズな導入を実現する。本サービスは、メール・スケジューラー・
ストレージ・ビデオ会議・ビジネス文書作成ツールなど Google の優れたアプリケーションを一体的に提供し、業務
の生産性を各段に高めるサービスである。機械学習による効率化も採り入れた先進的な「G Suite」を、NTTcom の
高品質なネットワーク上で提供するほか、DNS サービス、ドメイン登録代行サービスなどをオプションとして提供
する。また、導入サポートや、既存のメールサービスからの切り替えサポートも一元的に提供することが可能である。
提供料金（月額料金 /1ID）：Basic 500 円  Business 1,200 円 Enterprise　3,000 円　お問い合わせ先：NTT コミュニケー
ションズ㈱　アプリケーション＆コンテンツサービス部
（URL: http://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2017/1004.html ）

ＮＴＴコミュニケーションズが企業の働き方改革を推進する「Ｇ Ｓｕｉｔｅ」の提供開始

OKI グループの水中音響、電波応用、計測機器などの開発から販売までを行っ
ている静岡 OKI は、河川や市街地の水位状況を常時計測するネットワーク型「ゼ
ロエナジー超音波水位計」を開発し、2017 年 10 月 2 日より販売開始した。配線条
件を考慮することなく安価な工事費で「ゼロエナジー水位計」を設置することによ
り、河川や市街地のアンダーパスなど、あらゆる場所でリアルタイムの水位状況エ
リア監視が可能となる。これにより、管理者は、水位異常となった当該地区の住民
に対し、早期の避難誘導活動に活かすことが可能である。本装置は、無線方式と太
陽電池の採用により、電源工事ならびにネットワークに接続するためのゲートウェ
イ間の配線工事を不要としたため、従来品に比べて工事費用を大幅に削減（OKI
比 1/5 以下）することができる。標準価格：990,000 円（税抜）～　お問い合わせ先：
静岡 OKI　営業部　TEL:055-926-6700
（URL: http://www.oki.com/jp/press/2017/10/z17038.html ）

静岡ＯＫＩがネットワーク型「ゼロエナジー超音波水位計」を販売開始

ネットワーク型
「ゼロエナジー超音波水位計」

NEC ネッツエスアイ㈱は、三井住友海上火災保険㈱と連携して、サイバーリスク補償保険を組み合わせた「S-iDC
セキュアゲートウェイサービス type ME」を 2017 年 10 月 5 日より販売開始した。本サービスは、お客様の拠点から
安全なインターネットアクセスを実現するゲートウェイを NEC ネッツエスアイのデータセンター内に構築し、ファ
イアウォールや不正侵入対策等に強みをもつ、高度なセキュリティ機能を有するクラウドサービスを提供する。同時
に、サイバー攻撃等により発生する経済的な損失を補償する「サイバーリスク補償保険」を組み合わせることで、中堅・
中小企業のサイバーリスク対策強化を支援する。価格（税別）:149,000 円～ / 月額　※別途初期費が必要　お問い合わ
せ先：NEC ネッツエスアイ㈱　企業ソリューション事業本部　企業ソリューション販売推進本部　TEL:03-6699-7503
（URL: http://www.nesic.co.jp/news/2017/20171005.html ）

ＮＥＣネッツエスアイがサイバーリスク補償保険付きインターネットゲートウェイサービスを開始

㈱ケイ・オプティコムは、個人向けインターネット接続サービス「eo 光ネット」におい
て、Google の「Google Home」※を 2017 年 10 月 6 日に販売開始し、「Google Home Mini」
を 10 月 23 日より販売開始した。近年、日本でも 10 代や 20 代の若者世代では携帯電話や
パソコン端末を使用する際、手入力に煩わしさを感じ、音声入力を利用する方が増えてき
ており、今後の入力インタフェースは音声入力が主流になってくると想定されている。こ
のような中、「Google Home」は、インターネット環境下での利用が不可欠であるなど、固
定電話との親和性が高く、ケイ・オプティコムでも販売を開始した。
※「Google Home」：Google アシスタントを搭載した、音声で動作するスマートスピーカー
である。価格（税抜）：14,000 円
（URL: http://www.k-opti.com/press/2017/press47.html ）

ケイ・オプティコムが暮らしをあと押しするスマートスピーカー「Ｇｏｏｇｌｅ　Ｈｏｍｅ」を販売開始

「Google　Home」
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ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱は、家族一人ひとりを認識し、自ら話しかけるこ
とで、日々の暮らしをアシストするコミュニケーションロボット「Xperia Hello!（エクスペ
リア ハロー）G1209」を 2017 年 11 月 18 日に発売した。本商品は、自宅にいる家族に連絡し
たり伝言を残すことができるほか、外出先からスマートフォンで連絡をすると、リビングな
どの様子を撮影して状況をお知らせできる。また日々の生活に必要なニュースや情報などを、
家族一人ひとりに向けて能動的に話しかける。加えて、家族との会話の中で「嬉しい」、「すねる」
などの感情を、本体上部に設けた目の役割を果たすランプと本体の動きで可愛らしく表現す
る。価格：オープン価格　
（URL: http://www.sonymobile.co.jp/company/press/entry/2017/1017_1_smartproducts.html ）

ソニーモバイルコミュニケーションズが “家族の一員 ”として日々の暮らしを
アシストするコミュニケーションロボットＸｐｅｒｉａ Ｈｅｌｌｏ！発売

㈱日立製作所は、重要施設などに上空から接近する不審なドローンを迅速に発見するドローン検知システムを
2017 年 12 月より提供開始した。本システムを利用することで、目視と比べて広範なエリアを監視・警備することが
可能となり、不審なドローンに対して迅速な対応ができる。不審なドローンの検知手法としては、マイクロフォンに
よりドローンの飛行音を検知するもの、ドローンと操縦者間の通信電波を検知するものなどがある。前者は周囲の雑
音の影響を受けてしまう点、後者は他の電子機器が発する電波の影響を受けてしまう点が懸念されていたが、本製品
はレーダーを用いて不審なドローンを検知するため、大きな音が発生するイベント会場や他の電子機器の電波が飛
び交う場所でも使用できる。また、レーダーの検知情報をもとにカメラを駆動して検知したドローンを追尾するため、
ドローンの状況を映像でリアルタイムに確認し、対策を検討することができる。
（URL: http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2017/10/1006.html ）

日立製作所が不審なドローンを迅速に発見するドローン探知システムを提供開始

Xperia　Hello!
G1209

㈱ NTT ドコモは、通話音声の発話内容をテキスト化し、保存することができる「おはなしメモ」を 2017 年 10 月
18 日からトライアルサービスとして提供した。本サービスは、通話時の自身の発話内容をテキスト化し、お手元の
スマートフォンに保存することができるサービスである。テキスト化したデータは、スマートフォン内に保存される
だけでなく、メールやスケジュールなどのアプリと連携し、共有することができる。これにより、例えば外出先で手
がふさがった状況での通話の際など、手書きでメモをとることができない場合でも、発話内容をテキストで残すこと
ができるため、話した内容を忘れることを防止したり、伝達ミスを減らすことができる。トライアル提供期間：2017
年 10 月 18 日～ 2018 年 3 月 31 日　トライアル料金：無料　ご利用対象のお客様：ドコモをご利用のお客様　ご利用
方法：Google Play より「おはなしメモ」アプリをダウンロードし、アプリ初回起動時に利用規約に同意する。　対
応言語：日本語
（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2017/10/18_04.html ）

ＮＴＴドコモが「おはなしメモ」トライアルサービスを提供開始

㈱ NTT ドコモは、消費電力を低減した通信が可能である Bluetooth Low Energy を活用した人物の見守りや、物
品の管理に関する実証実験をしてきたが、このたび「ロケーションネットTM」として、2017 年 10 月 26 日より法人
企業向けに提供開始した。従来の GPS を活用した位置管理サービスは、高架下や屋内などの見通しの悪い場所では、
計測に必要な GPS 電波の取得が難しく、計測の精度が低下したり、電力消費量が多かったりと課題があった。それ
に対し、本サービスは特定のエリア内に検知器を設置し、管理対象の「人物」や「物品」に専用のタグを付与するこ
とで、Bluetooth による通信を行うことができ、取得した位置情報を専用のサーバにアップロードすることで、スマー
トフォン等の専用アプリや WEB サイトから管理対象の位置情報を確認することができる。これにより、GPS 電波が
届かない場所に検知器を設置することで位置把握を可能にする。また、計測機器間の通信には、従来品に比べ消費電
力を低減した通信が可能である BLE を採用することで、専用のタグの電池寿命は平均半年程度になり、GPS を利用
した位置管理サービスに比べ、長時間の使用が可能になる。お問い合わせ：全国のドコモ法人営業担当　ドコモビジ
ネスオンライン（http://www.docomo.biz/contact/）
（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2017/10/19_00.html ）

ＮＴＴドコモが「ロケーションネット」の提供開始　
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業界ニュース　11月 

IDCJapan ㈱は、国内携帯電話およびスマートフォン端末の 2017 年第 3 四半期（7 ～ 9 月）の出荷台数を発表した。
国内携帯電話出荷台数（スマートフォンと従来型携帯電話の合計）は、前年同期比 8.4％減の 703 万台となり、前年
を割り込む結果となった。この要因としては、従来型携帯電話の出荷台数の急激な減少が継続していることに加え、
アップルの iPhone の出荷が 277 万台（前年同期比 28.7％減）という低水準にとどまったことが挙げられる。消費者
の関心は 2017 年第 4 四半期（10 ～ 12 月）発売の iPhone X に集まっているとみられ、それを受けて出荷の状況も前
四半期以来の調整局面が継続したものと考えられる。なお、アップルの本四半期シェアは 39.5％でトップであり、国
内市場における強い存在感を維持している。また、Xperia XZs に加え従来モデル好調な出荷を記録したソニーが 84
万台で 2 位、ラインアップの整理統合により自社の強みを活かした製品作りを前面に押し出したシャープが 82 万台
で 3 位となった。その他、MVNO 事業者向けに出荷されることの多い SIM フリーモデルは 49.6 万台となったが、構
成比としてはスマートフォン市場全体の 7.2％となり、後退状況が継続している。総体として、SIM フリーモデルの
市場は成長が鈍化しつつあり、踊り場にさしかかっていると言える。
（URL: https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20171121Apr.html ）

ＩＤＣＪａｐａｎが２０１７年第３四半期　国内携帯電話・スマートフォン市場実績値を発表

NEC は、カメラの前で立ち止まることなく歩きながら顔認証を可能とする、ウォークスルー顔認証を活用した入退
管理ソリューションを製品化し、2017 年 11 月 2 日より販売開始した。本製品は、世界 No.1（注）の認証精度を有する
NEC の顔認証 AI エンジン「NeoFace」や顔認証用カメラ、顔登録装置、入退場ゲートなど、顔と IC カードを組み合わ
せた厳格な本人認証の入退管理システムに必要な機器とソフトウェアを組み合わせて提供するものである。本製品では、
事前に撮影・登録した顔画像と、入退場ゲートとともに設置した顔認証用カメラで撮影した顔画像を照合して本人確認
を行う。入退場ゲートに近づく顔を顔認証用カメラで連続撮影するため、IC カードを読み取り機にかざすと即座に顔認
証が可能である。これにより、立ち止まることなく、顔と IC カードによる厳格かつスムーズな本人認証を可能とし、IC
カードの貸し借りやなりすまし入場などによる不正入退の防止も実現する。
注 1：NEC、米国国立標準技術研究所（NIST）の顔認証技術　価格（税別）：3 千万円　お問い合わせ先：NEC　スマー
トインフラ事業部　TEL:03-3798-9043
（URL: http://jpn.nec.com/press/201711/20171102_02.html ）

ＮＥＣが歩きながら顔認証を可能とするウォークスルー顔認証を活用した入退管理ソリューションを発売

ソニー㈱は、家庭における新たな楽しみを提案する進化した自立型エンタテイメントロボッ
ト “aibo”（アイボ）を発売し、平成 30 年 1 月 11 日よりサービス開始予定。aibo は、家庭の中で
人とのつながりを持ち、育てる喜びや愛情の対象となることを目指して開発したロボットである。
自ら好奇心を持ち、人と寄り添いながら毎日を共に楽しく生活し、共に成長していくパートナー
となることを目指している。価格（税抜き）：aibo「ERS-1000」198,000 円  サービス　aibo ベーシッ
クプラン 3 年：一括払い　90,000 円　aibo ケアサポート：１年　20,000 円　３年　54,000 円　予
約および販売：ソニーストア（平成 29 年 11 月 11 日予約分は完売）
（URL: https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201711/17-105/index.html ）

aibo（アイボ）
「ERS-1000」

ソニーがエンタテイメントロボット “ａｉｂｏ”（アイボ）を発売

パナソニック ES ネットワーク㈱は、豊富な認証機能によりセ
キュアなネットワークを実現する、レイヤ 2 認証機能付スイッチ
ングハブ「MS シリーズ」全 3 機種を 2017 年 11 月に発売した。本
製品は、3 つの認証機能（MAC アドレス認証機能、WEB 認証機能、IEEE802.1X ユーザ認証機能）に対応。ポート
単位で複数の認証が可能な「トリプル認証」や、ユーザ認証と端末認証を段階的に行える「ステップ認証」にも対応し、
よりセキュアなネットワーク構築が可能である。また、従来品のレイヤ2認証機能付きスイッチングハブ「eGシリーズ」
に比べ、大幅にマネジメント機能を充実。通信経路の冗長化等、耐障害性が向上している。さらに、コンパクト化とファ
ンレス対応、そして動作環境温度 50℃まで対応することで、オフィスのデスクサイド設置にも最適である。価格（税
抜・工事費別）：GA-MS24T　168,000 円　GA-MS16T　125,000 円　GA-MS8T　82,000 円　お問い合わせ先：パナソニッ
ク ES ネットワークス㈱マーケティングセンター　TEL:03-6402-5301（受付　平日 8：30 ～ 17：00）
（URL: http://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/11/jn171106-3/jn171106-3.html ）

パナソニックＥＳネットワークがレイヤ２認証機能付スイッチングハブ「ＭＳシリーズ」３機種を発売

【GA-MS24T】　   　【GA-MS16T】　　    【GA-MS8T】
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㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリは、ダイバーシティ・コミュニケーションツール「FUJITSU Software 
Live Talk」に、国内外拠点でも利用可能なリアルタイム遠隔地連携機能を追加し、2017 年 11 月 10 日より販売開始
した。また、イベント会場での情報保障を支援する「公開イベント字幕配信サービス」も同時に販売開始した。「Live 
Talk」は、パブリッククラウド（Microsoft Azure）上に中継サービス（リアルタイム遠隔地連携サービス）を構築
することで、従来の同一アクセスポイント、同一セグメント内という枠を超え、離れた場所でもリアルタイムに多言
語翻訳とテキスト表示が可能な遠隔地連携機能で、例えば在宅勤務者も、本社や海外拠点と発言のタイムラグや使用
言語を気にすることなくテレビ会議を行うことができる。「公開イベント字幕配信サービス」は、イベント来場者が
QR コードを読み込むだけで、「Live Talk」で翻訳、テキスト変換された講演者や説明員の発言内容を自身のスマー
トフォンから閲覧することができる。表示言語は、英語や中国語、スペイン語など 19 言語のうち、あらかじめ設定
された中から任意の言語を自由に選択可能である。販売価格（税別）：FUJITSU Software Live Talk　1 クライアン
ト　50,000 円　5 クライアント　200,000 円　公開イベント字幕配信サービス：初期設定　50,000 円　1 トラック（1QR
コード）　10,000 円／日  お問い合わせ先：㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ　商品お問い合わせフォーム
（URL: http://www.fujitsu.com/jp/group/ssl/resources/news/press-releases/2017/1106.html ）

富士通ソーシアルサイエンスラボラトリが働き方改革をサポートするダイバーシティ・コミュニケーショ
ンツール「Ｌｉｖｅ　Ｔａｌｋ」を販売開始

㈱日立情報通信エンジニアリングは、企業等のオフィス内のコミュニケーション基盤となる大・中規模向け IP-
PBX「NETTOWER CX-01 V2」を 2017 年 11 月 16 日より販売開始した。「CX-01 V2」は、従来の PBX 機能に加
え、さまざまなソリューションを実現するプラットフォームとしての活用が可能である。Web 電話帳との連携によ
る UC ソリューション「Web 電話帳ソリューションⅡ」をはじめ、企業内コミュニケーションにおけるお客様の課
題解決に最適なソリューションの提供を可能とし、より便利で快適なコミュニケーション環境の実現をサポートす
る。「Web 電話帳ソリューションⅡ」は、「CX-01 V2」と Web 電話張を連携させることで、Web 電話帳をポータル
とした、電話、メール、チャットなど各種コミュニケーションツールとのコラボレーションや、簡単名刺管理によ
るコミュニケーションの効率向上や活性化を可能にする。　価格（税別）：NETTOWER CX-01 V2  7,617,000 円～
　NETTOWER CX-01 V2 ＋「Web 電話帳ソリューションⅡ」11,128,000 円～　お問い合わせ先：㈱日立情報通信
エンジニアリング IPT システム本部 IPT ソリューション企画部　TEL:050-3144-0335
（URL: http://www.hitachi-ite.co.jp/news/2017/20171115.html ）

日立情報通信エンジニアリングが大・中規模企業向け日立ＩＰ－ＰＢＸ「ＮＥＴＴＯＷＥＲ ＣＸ－０１ Ｖ２」を提供開始

東芝情報システム㈱は、カメラ本体に画像認識機能を搭載した監視システム「CVNucleus® VisCAM」（シーブイ
ニュークリアス ビスカム）を 2017 年 11 月 14 日より販売開始した。近年、「いたずらや盗難、不審者に対する安全・
安心の確保」の需要が高まっており、あらゆる場面、場所で監視システムの導入が進められている。一方、本格的
な監視システムを導入するためには、ネットワークや電源の設備工事の他、大容量の映像データをセンタ側に送り、
蓄積する必要があるため、初期費用や運用コストが高額になってしまう。「ViscCAM」は、カメラ本体に①～③の
機能を搭載した監視システムである。①東芝デバイス＆ストレージ社製　画像認識プロセッサ LSI Visconti TM を
用いてカメラ映像の人物を認識し、あらかじめ設定した立入り禁止エリアへの人物の立入りを監視。②立入り時の
静止画を、無線通信（Wi-Fi ／モバイル通信）にて、モバイル端末などにリアルタイムで通知。③無線通信、バッ
テリ駆動により、ネットワークや電源の設備工事が不要。　お問い合わせ先：東芝情報システム㈱エンベデッドシ
ステム事業部　TEL:044-246-8320
（URL: https://www.tjsys.co.jp/info/news/002077.htm ）

東芝情報システムがカメラ本体に画像認識機能を搭載した監視システム「ＣＶＮｕｃｌｅｕｓ® ＶｉｓＣＡＭ」を販売開始

OKI は、流通小売業界に向け、IoT の画像センシング技術と人工知能（AI）・アナリティクス技術を活用した店
舗業務改善支援ソリューション「VisIoTTM（ビショット）」を 2017 年 11 月 15 日より提供開始した。「VisIoT」は「集
める」「見える」「改善する」をコンセプトとして、店舗内のヒト・モノ・コトのデータを IoT により収集・見える化し、
さらに AI・アナリティクス技術を用いたデータの分析・活用によりさまざまな課題を解決して店舗の業務改善を支
援する。本ソリューションの「レジ適正台数見える化」は、レジの待ち人数を認識して POS データとも連携するこ
とで、レジ開閉のムダ・ムラを見える化し、適正なレジ開閉台数を日毎・時間毎に把握できるようになる。「レジ混
雑予測」は、来店するお客様の属性情報と買い物時間を認識することでレジへの到達人数を予測、適正なレジ開閉
台数を逐次算出し、管理者のスマートフォンに通知する機能を有する。　販売価格：個別見積もり　提供開始 2018
年 1 月 31 日　お問い合わせ先：OKI　情報通信事業本部　金融・法人事業部
（URL: http://www.oki.com/jp/press/2017/11/z17061.html ）

ＯＫＩがＩｏＴの画像センシングとＡＩ・アナリティクス技術を活用した店舗業務改善支援ソリューション「ＶｉｓＩｏＴＴＭ」を販売開始
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特集

「格安スマホ」は、料金の安さを背景に近年急速に普及していますが、一方で、消費者からの相談も急増していま
す。どのような相談が寄せられているのか、トラブルを防ぐにはどうしたらよいかなど、格安スマホを選ぶ前
に知っておきたいポイントをご紹介します。

選ぶ前に知っておきたい「格安スマホ」の基本

１．「格安スマホ」と従来のスマホはどう違うの？

　　～料金のほか、サービス内容や販売方法など様々

な違いが～

　「格安スマホ」とは、従来の携帯電話会社等から通

信回線を借りた事業者（格安スマホ会社）が、比較

的安価な料金で提供する通信サービスをいいます。

料金の安さで注目されている「格安スマホ」ですが、

従来の携帯電話会社と比較すると、次のような違い

があります。

　「格安スマホ」を提供する格安スマホ会社は、自社

の通信設備をもたず、従来の携帯電話会社等の通信

回線を借りて携帯電話（スマホを含む）向けの通信

サービスを提供しています。このため、電波がつな

がるエリアは、従来の携帯電話会社に準じています。

一方で、通信設備の維持管理等の必要がないこと

や、インターネット等による通信販売を主にして実

店舗をほとんどもたなかったり、提供するサービス

を限定したりすることで、従来の携帯電話会社に比

ベて各種コストが抑えられています。こうした方法

によって、格安スマホ会社は、低料金での通信サー

ビス提供を実現しています。

格安スマホを利用するときは、格安スマホ会社で

新たなスマホ端末と通信サービス（SIM）をセットで

契約する方法と、端末は自分で用意したものを使い、

通信サービス（SIM）のみを契約する方法があります。

■ SIM について

　SIM（または SIM 力ード）は、利用者を特定する

ための情報が記録された IC 力ードで、スマホなどで

通話やメールを利用するには、これをスマホ等の端

末に取り付ける必要があります。

従来の携帯電話会社では、携帯電話等の端末と通

信サービスを利用するために必要な SIM をセットで

契約することが一般的ですが、格安スマホ会社の場

合は、必ずしも端末と SIM をセットでの契約ではな

く、SIM だけで契約することもできます。

手持ちの端末を利用して通信サービスだけを乗り

換える場合は、SIM のみを差し替えて利用します。

格安スマホ会社 従来の携帯電話会社

自社の通信設備をもたない
※従来の携帯電話会社
等のネットワークを利用

自社の通信設備をもつ

インターネットなどの通信販
売が多く、実店舗はまだ
少ない

実店舗がある

問い合わせ窓口は電話・
インターネットが多い

実店舗のほかに電話やイ
ンターネットなどによる問い
合わせ窓口がある

端 末と通 信 サ ービ ス
（SIM）は別々に契約で
きる

端末と通信サービスは基
本的にセットで契約

自分が必要なサービスだけ
を選んで契約できるフィルタ
リングサービスや端末の故
障・修理時の代替機サービ
スなどは付加されてないた
め、利用する際には別途
費用がかかる場合がある

フィルタリングサービスや端
末の故障・修理時の代替
機サービスなどが付加され
るなど、サービスの内容が
手厚い

メールアドレスの提供がな
いことがある（もしくは有料
で提供される）

独自のメールアドレス（キャ
リアメール）が無料で提供
される

格安スマホ会社と従来の携帯電話会社との比較
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２．「格安スマホ」に関する相談は、どのくらい増え

ているの？

　～件数はまだ少ないが近年は２～３倍のペースで

急増～

格安スマホは従来の携帯電話会社のスマホと比べ

ると、通信料が安く、今まで使っていたスマホ端末

や中古端末などを使うことで通信端末の価格を抑え

られることから、利用者が急増しています。契約数

は年々増加しており、平成 28 年度末は 1,409 万件に

達しています。

一方、格安スマホに関する相談も急増しており、

平成 26 年度（2014 年度）は 139 件、平成 27 年度（2015

年度）は 380 件、平成 28 年度（2016 年度）は 1,045 件と、

近年は前年と比べて 2 ～ 3 倍のペースで増えています。

３．どんな相談が寄せられているの？

　～格安スマホ会社と従来の携帯電話会社のサービ

スの違いが原因に～

格安スマホに関して消費生活センターに寄せられ

た相談から、主な事例をご紹介します。

（１）今までの携帯電話会社とサービス内容が異なる

ことによるトラブル

【事例】

①問い合わせ先が電話窓口しかなく、つながりに

くい。

②修理期間中の代替機の貸し出しサービスがなく、

修理中の１か月間、スマホが利用できない。

③携帯電話用のメールアドレスの提供がないため、

別会社のメールアドレスを使ってスマホから

メールを送ったが、相手にメールが届かない。

格安スマホ会社のサービスは利用料金が安価であ

る一方、従来の携帯電話会社と同様のサービスが受

けられるとは限りません。例えば、格安スマホ会社

は実店舗がないことが多く、この場合、問い合わせ

先が電話やメールに限られます。従来の携帯電話会

社では、フィルタリングサービスや修理時の代替機

貸し出しサービスなどが無料で提供されていますが、

格安スマホ会社ではそうしたサービスがなかったり、

有料オプションになっていたりすることがあります。

メールアドレス（キャリアメール）が提供されない、

もしくは有料オプションになっている場合もあるた

め、メールを利用するためには別会社の無料メール

用アプリを利用する必要があります。この場合、受

信者側のメール設定によっては相手にメールが届か

ない場合があり、相手にメール設定を変えてもらう

ことが必要です。

格安スマホ会社のサービスは、従来の携帯電話会

社のサービスとは様々な点で異なりますが、それを

利用者が十分に理解していなかったことでトラブル

になる例が目立っています。

（２）端末と SIM カードを別々に購入することで発生

するトラブル

【事例】

①格安スマホ会社の SIM を申し込み、以前から使っ

ていたスマホ端末で利用しようとしたが、その

端末が SIM ロック解除できないため、使えなかっ

た。

従来の携帯電話会社等で購入したスマホ端末では、

その携帯電話会社以外の SIM を入れても通話や通信

ができない設定（SIM ロック）になっています。
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スマホ端末は手持ちのものを利用して、通信サー

ビスだけを格安スマホに乗り換えようとする場合は、

端末の SIM ロック解除が必要です（※）。

なお、自分が使いたい端末が格安スマホ会社で動

作確認がとれていない場合、格安スマホ会社の SIM

を入れても利用できない場合があります。

※平成 27 年 5 月 1 日以降に新たに発売された端末

は、原則 SIM ロック解除ができる。

また、中古端末を購入して利用する場合、「ネット

ワーク利用制限」で通話や通信ができない状態になっ

ている可能性もあります。端末の製造番号がわかれ

ば、その端末を販売した携帯電話会社のホームペー

ジで「ネットワーク利用制限」の対象になっていな

いかを調べることができます。

４．「格安スマホ」を選ぶ際の注意点は？

　～通話、メール、インターネットのどれを優先？

自分の利用状況に合った利用プランを考えよう～

従来の携帯電話会社と格安スマホ会社のどちらを

選ぶか検討する際は、料金に加えて、自分の使い方

に合ったサービスを提供している会社を選ぶことが

大切です。より自分のニーズに合ったスマホのサー

ビスを選び、格安スマホのトラブルを防ぐために、

次の点に注意しましょう。

（１）スマホの利用状況を確認する

音声通話やメールの送受信の頻度、SNS やネット

閲覧などのデータ通信量等の全体の利用状況をよく

確認し、自分の使い方に適した利用プランを考えま

しょう。

（２）利用したい格安スマホ会社を検討

スマホの利用状況をもとに、どの格安スマホ会社

が自分の利用状況に合ったサービスや料金プランを

提供しているか、解約条件や解約金の有無、通信制

限の有無、サポート体制（問い合わせ方法）など、

ホームページなどで調べて比較検討しましょう。気

になる点があれば格安スマホ会社に問い合わせま

しょう。

（３）端末について

今まで自分が使っていた端末を引き続き使う場合

や、中古で購入した端末を使う場合は、その端末が

格安スマホ会社で動作確認がとれているか、SIM ロッ

ク解除が必要かなど、格安スマホ会社、携帯電話会

社それぞれに確認しておくことが必要です。とくに、

中古端末の購入を考えている場合は、購入前に端末

の製造番号を確認し、「ネットワーク利用制限」の対

象となっていないかを調べましょう。

■不安に思うことがある、トラブルが生じたときは

格安スマホ会社との契約について不安に思うこと

があったり、トラブルが生じたりした場合は、最寄

りの消費生活センターにご相談ください。

・消費者ホットライン　局番なし　188　（いやや！）

・全国の消費生活センター―覧（http://www.kokusen.

go.jp/map/index.html）

（出典：政府広報オンライン：

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201708/1.html）
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メールやチャットなど企業におけるコミュニケー
ション手段が多様化しているが、そうした中でも必
要不可欠なツールであり続けているのが ｢電話」だ。
　PBX ／ビジネスホン市場は近年、ほぼ横ばいで推
移している。一般社団法人情報通信ネットワーク産
業協会（CIAJ）の ｢通信機器中期需要予測 [2016-2021
年度 ]」によると、2015 年度の国内 PBX 市場は対前
年度比4.1％減の287億円、ビジネスホン市場は同1.4％
増の 422 億円だった（図表1）。
　クラウド上にある IP 電話サーバーで PBX 機能や
内線機能を実現するクラウド PBX は、特にコスト
メリットヘの期待から企業の関心が高まっているが、
一定の年数が経過するとトータルコストではオンプ
レミスの方が優位になるケースが多い｡  PBX ベン
ダーの中にはオンプレミスとクラウドの両方を提供
しているところもあるが、今までのところクラウド
化の影響を大きく受けることはなく、オンプレミス
がシェアの大部分を占めている。「PBX を扱う販売店
も、導入する企業もクラウドに大きく舵を切ること
は難しく、今後もオンプレミス優位の状況が続くだ
ろう」というのが PBX ベンダーに共通する見方だ。
　このように PBX ／ビジネスホンは大きな変動のな
い市場だが、だからといって旧態依然のままという
わけではない。｢働き方改革」や IoT、人工知能（AI）

といった世の中の変化に合わせ、機能拡張が進んで
いる。ここからは、PBX ／ビジネスホンの最新動向
を紹介する。

政府主導で働き方改革の取り組みが本格化するな
か、多くの企業が従業員の働き方を見直し始めている。

働き方改革の定義は様々だが、「時間や場所に捉わ
れない、柔軟な働き方の実現」と定義した場合、不
可欠になるのがスマートフォンなどモバイル端末の
活用だ。
　実際、働き方改革を目的にスマホ導入に踏み切る
企業は増えており、PBX ／ビジネスホンについても
スマホ連携のニーズがこれまで以上に高まっている。
　｢PBX 選択時の条件として、必ずといっていいほど
スマホとの連携が俎上に上る。スマホ内線に対応し
ていなければ、ビジネスを進められない状況になっ
ている」。こう指摘するのは、富士通ネットワーク
サービス事業本部ビジネス･技術戦略室シニアマネー
ジャーの間宮伸之氏だ。
　富士通は、今年 5 月に販売開始した IP-PBX システ
ムの新製品 ｢FUJITSU Network LEGEND-V S100」で、
従来製品 ｢IP Pathfinder S」と比べて IP 機能を強化。

業界特集

企業が柔軟な働き方を実現するうえで、コミュニケーション手段は重要な役割を果たす。PBX/ビジネスホン
はコミュニケーションツールやモバイルとの連携により、電話にとどまらない価値を提供できる。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

「働き方改革」で用途広がるＰＢＸ／ビジネスホン
アプリや端末との連携で価値向上

（図表1）国内 PBX/ビジネスホン市場予測の推移

働き方改革
スマホとの連携が必須に
多様な働き方をサポート
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これにより、SIP サーバーを設置しなくてもスマホを
内線電話として利用することが可能になった｡ 専用
アプリ ｢内線プラス クライアントソフト B」をイン
ストールするだけで、スマホでも発着信や転送、ピッ
クアップ、保留、着信時の番号表示などオフィス
の内線電話と同じ機能を利用できる。 LEGEND－V 
S100 とスマホを無線 LAN で直接接続するので、従
来よりも簡単に電話設備の統合を図ることも可能だ。
　ビジネスホンの主要ユーザーである中小企業でも
スマホ導入が進んでおり、ビジネスホンとの連携ニー
ズが高まっている。これを受けて、各社とも新機種
ではスマホ連携機能を強化した。
　OKI は以前より、オフィスのビジネスホンと外出
先のスマホの間で内線番号を使った発信 ･ 着信 ･ 転
送が行える FMC サービスなど、スマホとの連携機能
の充実を図ってきた｡ 今年 4 月に発売したビジネス
ホンの新機種『CrosCore2』では、FMC サービスの
使い勝手をより良くするため「パーク保留」と ｢代
理応答（ピックアップ）」の機能を追加したほか、マ
ルチライン対応の多機能電話アプリ ｢MLiner」が新
たにラインナップに加わった（図表2）。 MLiner を
インストールしたスマホとビジネスホンの間の通話
については、携帯キャリアの通話定額サービスを利
用できる。
　OKI 情報通信事業本部 IoT プラットフォーム事業
部オフィスコミュニケーション システム部部長の笹
岡覚氏によると、｢MLiner はより手軽にスマホとの
連携が実現し、外出先でもビジネスホンの機能が使
えるので、営業に持たせるために導入する企業が多
い」という。
　ナカヨも今年 6 月に発売した新機種「NYC- Si」で
スマホ連携機能を追加した。プログラマブルキー対
応のスマホ用アプリ ｢MFT アプリ」をダウンロード
すると、ビジネスホンのボタン表示と同様の画面が
スマホに表示される。着信時にはランプ表示により、

どの内線番号に着信したかが一目でわかる。ビジネ
スホンと接続した通話録音装置や電気錠をスマホか
ら操作したり、最大 4 者のビデオ会議も行える。

基本的に大きな変動がないビジネスホン市場にお
いて、さらなるシェアアップを図るためには周辺市
場への対応が不可欠――というのがナカヨの考えだ。

「そのためにはスマホ連携のように電話を使った新し
い価値を提案していく必要がある」と常務執行役員 
営業統括本部長 第一営業部長の貫井俊明氏は話す。

■ビジネスホンで中小企業向け UC
PBX ／ビジネスホンをベースに多様なコミュニ

ケーションツールや端末と接続するユニファイドコ
ミュニケーション（UC）環境の実現により、働き方
改革を支援する動きも見られる。
　富士通の LEGEND－V S100 は、製品の仕様などを
公開するオープンアーキテクチャの採用により拡張
性や柔軟性に優れ、業務システムやグループウェア
との連携も容易に行える｡ その第 1 弾として、日本
マイクロソフトの SaaS「Microsoft Office 365」のメー
ルやスケジュール、プレゼンス（在席状況）機能と、
電話サービスが連携し、相手のプレゼンスに合わせ
た最適なコミュニケーションが可能になる（図表3）。

NEC は、UC に関心はあってもなかなか導入の
きっかけをつかめない中小企業向けにビジネスホン
｢Aspire UX」による｢エントリー UC」を提案している。
　UC ツール ｢デスクトップコミュニケータ UC100」
をインストールするだけで PC の画面上にプレゼンス
が一覧表示され、電話やチャット、メールなどから
最適なコミュニケーション手段を選択できる。また、
WebRTC 技術を活用した ｢クイックビデオリンク」
により、最大 8 者までの Web 会議を簡単に始められ
る（図表4）。｢まずはお試し感覚で導入し、段階を踏
んで本格的な UC へとグレードアップすることも可
能」と NEC プラットフォームズ営業事業本部 営業

（図表2）スマートフォン連携ソフト「MLiner」のイメージ
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推進本部 オフィス営業推進部長の岩渕道哉氏は述べ
る。
　こうしたワンボックスによる UC を実現している
製品はビジネスホンクラスでは Aspire UX が先行し
ており、最近は UC 機能を目的として導入する中小
企業が増えているという。

PBX ／ビジネスホンは今後、先進技術の活用によ
る変化も予想される。
　1 つめが、｢人と人」をつなぐ役割から、｢人とモノ」
をつなぐ役割（IoT 連携）への広がりだ。
　｢主装置に直接収容するか、連携する形になるかな
どは検討中だが、人とモノとのつながりもサービス
対象としていきたい」と語るのは、NEC スマートネッ
トワーク事業部マネージャーの若杉和徳氏だ。
　NEC では IP-PBX を IoT のエッジサーバーと位置

付け、センサーから上がってくる情報を収集 ･ 蓄積
したり、様々なシステムと連携させるなど IoT ゲー
トウェイとして活用することを検討している。
　米国で一足早くこうした取り組みを始めており、
顔認証システムと連携して不審者を発見した場合に
管理者の電話機にポップアップとアラームで通知し
たり、その電話機からドアの施錠 ･ 開錠操作もでき
るといった仕組みを提供する予定｡ 国内への提供も
検討しているという。
　IP-PBX を IoT ゲートウェイとして活用する構想を
描いているのは NEC だけではない｡ 例えば日立情報
通信エンジニアリングは、温度や人感など各種セン
サーを IP-PBX に接続、収集したセンサー情報を IP-
PBX に搭載した Web 電話帳のプレゼンス機能で可視
化することを目指している。

■ビーコンで簡易な IoT 連携
IoT との連携を進めているのは、ビジネスホンメー

（図表3）多様なコミュニケーションサービスや端末と連携する「LEGEND-VS 100」

（図表4）ワンボックスによる UCを実現する「Aspire UX」

先進技術の活用
IoT のゲートウェイに

音声技術認識用途で AI 導入
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カーも同じだ。
　ナカヨは 10 月下旬にビーコンを使った介護施設向
けサービスを発表する｡ すでにビジネスホンの展開
を進めている高齢者市場への IoT の展開が狙いだ。
　ビーコン端末を持った入居者が施設外に出ようと
すると検知し、ビジネスホンの主装置を経由して施
設スタッフの手元にある PHS 端末等に通知する｡ 端
末の画面には ｢誰がどこにいるか」が表示されるの
で、スタッフは入居者の居場所を把握できる。また、
容体の急変など、緊急時に入居者がビーコン端末の
ボタンを押すと、位置情報も一緒に通知されるので、
即座に現場に駆け付けることが可能だ（図表5）。
　IoT というと大がかりな仕組みで大企業や大規模工
場向けというイメージが強い。これに対し、ナカヨ
はビジネスホンをベースにしたシンプルな仕組みを
通じて、中小企業や小規模工場でも活用できる環境
を構築しようとしている。

■ AI でオペレーターの負荷を軽減
2 つめに今後は音声認識用途で、AI の活用も進み

そうだ。
　音声認識技術の活用ニーズは、コールセンターや
社内の受付業務に多い｡ なかでもコールセンターの
オペレーターは離職率が高く、人手不足が大きな課
題となっている。このため、AI が経験の浅い新人を
サポートする役割を担うことが期待されている。
　タカコムは 10 月以降、音声認識機能を搭載した通
話録音装置や音声認識サーバーなどを順次発売する。
米ニュアンス ･ コミュニケーションズの音声認識エ
ンジン ｢Nuance Transcription Engine」を標準搭載し
ており、保存された音声データを全文テキスト化す
ることができる。

　会社名や製品名、業界用語などを辞書登録する
Adds Words 機能や、業界特有の用語 ･ フレーズを言
語モデルとして登録するドメイン言語モデル機能を
使うことで、音声認識エンジンの精度をさらに高め
られるのが特徴だ。
　NEC は、独自技術 ｢テキスト含意認識技術」を活
用した ｢NEC 自動応答」を提供している。
　テキスト含意認識技術は、単語の重要性や意昧的
な一致、品詞などの文構造を考慮し、2 つの文が同
じ意味を含むかどうかを高速かつ高精度に判定する。
オペレーターのスキルに関係なく膨大な FAQ データ
の中から最適な回答を導きだすことができるという。
　富士通は 2017 年度四半期以降、LEGEND-V S100
のコミュニケーション機能拡充の一環として、音声
認識技術を活用したテキストによるリアルタイムコ
ミュニケーション機能や議事録作成支援機能への対
応を予定している。
　詳細はまだ明らかになっていないが、会話や電話
会議のやり取りをリアルタイムにテキスト化できる
ようになる。さらにその発展形として、｢電車の中に
いて、着信があっても出られないときなども音声認
識技術の活用により、音声とテキスト間でスムーズ
なコミュニケーションが図れるようになる」（間宮氏）
という。
　少子高齢化が急速に進む日本は近い将来、労働人
口の減少が予想されている。これはオフィス電話の
需要が減ることを意昧し、単なる電話としての役割
だけでは PBX ／ビジネスホンの成長は見込めない｡
今後は多様なアプリケーションや機器との連携によ
り、PBX ／ビジネスホンの存在価値を高めようとい
う動きがさらに加速すると見られる。

（図表5）ビジネスホンと IoTとの連携

（出典：テレコミュニケーション November 2017）
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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）	  
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新製品・新サービス

　オプテックス株式会社は、IoT 向け無線ネットワー
ク LPWA（※ 1）（Low Power Wide Area ＝低消費電力で
広領域の無線通信技術）に対応した「IoT 無線ユニット」
を開発し、2017 年 11 月 15 日より販売開始した。既存
のセンサーデバイスやスイッチなどの機器に「IoT 無
線ユニット」を接続することで、IoT 対応の機器とし
てご活用いただけるようになります。
　今回発売した「IoT 無線ユニット」は、人検知センサー
や温度センサーなどのさまざまなセンサーデバイスや
スイッチと接続すると、出力されたデータが LPWA
通信を使ってネットワーク上のサーバーに転送され、
IoT 対応機器として使用することを可能にします。そ
れにより、あらゆるセンサーデバイスを活用して、早
期に IoT ソリューションやサービス化を実現すること
を推進します。
　まず第一弾として、低消費電力かつ広域エリアに対
応した Sigfox（※ 2）対応の無線ユニット「ドライコンタ
クトコンバーター」を発売いたします。

■ IoT 無線ユニット「ドライコンタクトコンバーター」

■システム構成と接続イメージ

■センサーデバイスの IoT 化を実現する IoT 無線ユ
ニットの特長

１．広域無線ネットワーク Sigfox 対応
　低価格・省電力・長距離伝送の無線通信規格 Sigfox
に対応しています。

２．既存のセンサーや機器と簡単に接続可能
　出力のある既存のセンサーや機器などと簡単に接続
でき、しかも電池駆動。
３．屋外使用可能な設計構造 IP65
　さまざまなフィールドで IoT ソリューションに対応
するための高い防水防塵構造です。

■製品の仕様

■活用事例
　設備監視、状態監視、温度管理、遠隔監視・見守り、
推移・流量確認など

■製品価格
　オープン価格

注釈
※1）LPWA：少ない消費電力で、長距離通信ができる無線通
信技術の総称です。機器のバッテリー消費を抑えながら、デー
タを収拾する基地局まで電波を届けることができ、IoTソリュー
ションに有効な技術として注目を集めています。
※2）Sigfox：IoT向けのLPWA通信規格の１つ。欧米を中心
に36か国で展開中、2018年までに60か国に増加する予定で
あり、LPWAを代表するグローバルな通信規格として各国で導
入が進んでいます。日本では、京セラコミュニケーションシス
テム株式会社がSigfoxのオペレーターです。

■お問い合わせ先
　オプテックス株式会社
　開発センサー
　TEL：077-579-8890

オプテックスが既存のセンサーデバイスやスイッチなどと簡単接続、
今すぐＩｏＴ機器として活用できる「ＩｏＴ無線ユニット」を発売

電源 専用リチウム電池 ※想定電池寿命
約 5 年（条件：通信 10 回／日）

通信距離 ～ 10㎞（見通し距離）

動作モード

アラームモード（接点の切替り時に通
信信号送信）
カウントモード（15 分間隔で接点の切
替り回数をカウントして送信）

インターフェース 無電圧接点対応（a 接点、b 接点
切替可能）

動作環境 温度：－20℃～ +60℃／湿度：85％
以下

保護等級 IP65 相当
サイズ H:100×W:100D:35mm（突起部分

を除く）
認証 電 波 法 認 証 ／ Sigfox Ready End 

Product Certfication
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平成30年度工事担任者試験のご案内

1．平成30年度試験実施日
第 1 回　平成 30 年 5 月 27 日（日曜日）
第 2 回　平成 30 年 11 月 25 日（日曜日）

2．試験実施地及び試験会場
（1）試験実施予定地　

（2）試験会場　　受験票により通知します。

3．試験申請の受付期間及び受付時間

4．試験種別及び試験時間

5．試験申請の手続き及び試験手数料の払込方法
（1）申請書による申請の場合

工事担任者試験申請書（兼振替払込受付証明書）に必要事項を記入して、郵便局の窓口で試験手数料を払い込んだ後、
工事担任者試験申請書（兼振替払込受付証明書）は添付した桃色封筒を利用して、下記 6（2）の（一財）日本デー
タ通信協会電気通信国家試験センターヘ郵送してください。試験手数料については、下記 11（2）の（一財）日本デー
タ通信協会各事務所の窓口でもお取扱いします。なお、全ての試験科目についての試験免除の申請（以下 ｢全科目
免除｣ という。）及び実務経歴による試験科目の免除を伴う試験申請は、申請書による申請に限ります。

（2）インターネットによる申請の場合
　インターネットによる申請入力の際の試験手数料の払込方法
　① 銀行を選択した場合は、指定された（一財）日本データ通信協会の銀行口座に全国銀行協会加盟の銀行の窓口又

平成 30 年度工事担任者試験が一般財団法人日本データ通信協会より公示されましたので、ご案内いたします。

第 1 回
第 2 回
共通

旭川 札幌 青森 盛岡 仙台 秋田 郡山 小山 水戸 さいたま 市川 東京 横浜

新潟 金沢 甲府 長野 静岡 名古屋 津 京都 大阪 神戸 和歌山 米子 岡山

広島 周南 徳島 高松 松山 福岡 大村 熊本 宮崎 鹿児島 西原町（沖縄）
＊平成 30 年度より「富山」及び「大分」の試験地は廃止することといたしました。

試験回数 申請内容 申請受付期間および試験手数料払込期限

第 1 回

申請書による申請 平成 30 年 2 月 1 日（木）から 3 月 7 日（水）
実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請 平成 30 年 2 月 1 日（木）から 2 月 20 日（火）
インターネットによる申請 平成 30 年 2 月 1 日（木）から 3 月 7 日（水）
インターネット申請の試験手数料払込期限 平成 30 年 3 月 8 日（木）

第 2 回

申請書による申請 平成 30 年 8 月 1 日（水）から 9 月 5 日（水）
実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請 平成 30 年 8 月 1 日（水）から 8 月 20 日（月）
インターネットによる申請 平成 30 年 8 月 1 日（水）から 9 月 5 日（水）
インターネット申請の試験手数料払込期限 平成 30 年 9 月 6 日（木）

＊申請書による窓口での申請受付時間は、下記 11（2）の各事務所の窓口にて、受付期間中の平日の午前 9 時から午後 5 時までです。
＊インターネットによる申請受付時間は、受付期間中の終日です。

試験種別 試験種別
の記号 集合時間 開始時間 終了時間

AI・DD
総合種 N 9:15 9:30

1 科目受験者
（技術以外）

2 科目受験者
（技術は含まず）

2 科目受験者
（技術を含む） 3 科目受験者

10:10 10:50

11 :30 12:101 科目受験者
　（技術のみ）

10:50
AI 第一種 G

9:15 9:30
1 科目受験者 2 科目受験者 3 科目受験者

AI 第三種 J 10:10 10:50 11 :30DD 第二種 L
AI 第二種 H 12:25 12:40 1 科目受験者 2 科目受験者 3 科目受験者
DD 第三種 M 13:20 14:00 14:40

DD 第一種 K 15:15 15:30 1 科目受験者 2 科目受験者 3 科目受験者
16:10 16:50 17:30
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はＡＴＭで払込みをお願いします。なお、一括申請の場合も利用できます。
　　② コンビニエンスストアを選択した場合は、スマートピットカードのカード番号を入力し、コンビニエンススト

ア（ローソン、ファミリーマート、スリーエフ、ミニストップ、サークルＫ、サンクスの各店舗に限ります｡）
で払込みをお願いします。ただし、一括申請の場合は利用できません。

　　③ 郵便局を選択した場合は､ 郵便局備え置きの一般用の払込取扱票用紙に必要事項を記入し､（一財）日本データ
通信協会の振替口座に郵便局の窓口で払込みをお願いします。

　　　なお、一括申請の場合も利用できます。
　　④ 試験手数料については、下記 11（2）の（一財）日本データ通信協会各事務所の窓口でもお取扱いします。
　　　なお、全科目免除及び実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請をする場合は、インターネットによ

る申請の受付は行いません。ただし、平成 17 年 8 月以降に経歴証明書を提出し、科目免除を認められた場合で
同一種別の試験を申請するときは、インターネットによる申請の受付を行います。

6．試験申請書の頒布及び証明書類の提出
（1）申請書類の頒布　　 試験申請書その他必要書類は、下記 11（2）の（一財）日本データ通信協会各事務所の窓口又

は郵送等（送料申請者負担）により無料頒布します。
（2）証明書類の提出　　 科目免除申請をする場合に必要な証明書類等は、次の事務所に提出（郵送可）してください。

提出期限は、受付締切日までです。
     （一財）日本データ通信協会　電気通信国家試験センター
　　〒 170-8585　東京都豊島区巣鴨 2-11-1　巣鴨室町ビル 6 階　　電話 03-5907-6556

7．試験種別
（1） AI 第一種　 （2） AI 第二種   （3） AI 第三種   （4） DD 第一種   （5） DD 第二種   
（6） DD 第三種   （7） AI・DD 総合種

8．試験科目及び出題方式
（1）試験科目

ア　電気通信技術の基礎　  
イ　端末設備の接続のための技術及び理論
ウ　端末設備の接続に関する法規

（2）出題方式　　択一方式（マークシーﾄ方式）

9．試験手数料
8,700円（1 試験種別当たり）試験申請受付後は、お返し致しません。

注：全科目（基礎、法規、技術）の免除申請料は 5,600 円（平成 25 年 2 月 1 日　改正）。

10．科目免除
科目合格者、一定の資格又は実務経歴等を有する者及び認定学校卒業者等は、申請により試験が免除される科目があ
ります。
全科目免除申請については、上記 5、6、7 及び 9 によるほか、（一財）日本データ通信協会
電気通信国家試験センターのホームページ（http://www.shiken.dekyo.or.jp/）でご確認ください。

11．試験結果の通知
（1）試験結果は、（一財）日本データ通信協会が試験結果通知書により受験者全員に通知します。
　　また、（一財）日本データ通信協会電気通信国家試験センターのホームページ（http://www.shiken.dekyo.or.jp/）

でも合否の検索ができます。
（2） 申請の手続き及び受験に関する問い合せは、試験実施予定地（受験希望地）を受け持つ下記の各事務所で受付を行

います。

試験実施予定地 事務所 所在地・電話番号

旭川、札幌、青森、盛岡、仙台、秋田、郡
山、小山、水戸、さいたま、市川、東京、
横浜、甲府、新潟、長野、金沢、静岡、名
古屋、津

（一財）日本データ通信協会
電気通信国家試験センター

〒 170-8585
東京都豊島区巣鴨 2 丁目 11 番 1 号
巣鴨室町ビル 6 階
TEL：03-5907-6556

京都、大阪、神戸、和歌山、米子、岡山、
広島、周南、徳島、高松、松山、福岡、大
村、熊本、宮崎、鹿児島、西原町（沖縄）

（一財）日本データ通信協会
近畿支部

〒 540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋 7 番 3 号
郵政福祉内本町ビル 2 階
TEL：06-6946-1046
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地方本部 　イベント報告

本部
関東

平成 29 年度 ITCA セミナー　（本部・関東地方本部共催）

日程 平成 29 年 11 月29日（水）
会場

講演会会場：メルパルク東京（東京都港区芝公園
2-5-20）
Web 配信：アライドテレシス㈱支社・各地方本部・
他時間 13：30 ～ 16：30

　平成 29 年度 ITCA セミナー（本部・関東地方本部共催）を東京都港区のメルパルク東京で開催しました。
　本講演はメルパルク東京を本会場として、全国会場はアライドテレシス㈱様のご協力を頂きました支社会場、地方本部事務局、
会員会社等で Web 配信により全国 15 会場、約 260 名の方に聴講していただきました。
　東京会場は、穏やかな天候で多数の会員が参加され、情報通信の最新動向に耳を傾けられました。
　全国会場では、初めての試みでWeb配信を行い、各会場により環境は違いますが、多くの会員に情報を届ける事ができました。
　演題（1）は、IoTを構築するにあたり必要な無線技術、クラウド環境、セキュリティについて実用事例を交えた内容につい
て講演いただきました。
　演題（2）は、「コネクティッド Carとは何か？自動運転車は社会に新しいどんな価値をもたらすのか？」
デジタルトランスフォーメーションの時代にあって、進化した車の新しい役割を提案する等について講演いただきました。
　初めての試みでもあり配信設備・環境に課題はありましたが、全国から今後も継続して欲しい旨の意見を多数いただきました。

■演題
　（1）「IoTを支える技術について～無線、クラウド、セキュリティ～」
　　　講師　尾鷲　彰一　氏
　　　　　　　（ニッポンクラウドワーキンググループ（NCWG）理事）

　（2）「クルマが社会の ICTインフラに～バーチャル PBXを実現しよう～」
　　　講師　井上　友二　氏
　　　　　　　（㈱トヨタIT 開発センター　顧問）

司会の塚本教育委員長 大木会長の開会挨拶 ニッポンクラウドワーキン
ググループ　理事
尾鷲彰一氏

㈱トヨタ IT開発センター
顧問
井上友二　氏

東京会場風景 講演会案内
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平成２９年度 ＩＴＣＡセミナー　全国会場風景

茨城　 金沢 松山

新潟 札幌 広島

仙台 福岡 大阪

徳島 名古屋
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北海道

平成 29 年度とう道（洞道）見学会

日程 平成 29 年 11 月22日（水） 参加者 18名

時間 15：00 ～ 17：30
参加
会員

北第百通信電気㈱、㈱つうけんアクティブ、
明協通信機㈱、扶桑電通㈱、浅川通信㈱会場 札幌市中央区大通西4丁目

NTT大通基地起点38㎞
■とう道って何？

・とう道は1925 年、東京都中央区に開削式で作られた電信用
通信線管が日本で最初期のとう道とされており、地上に影響を与
えないシールド工法式としては1963 年に東京都港区白金に作ら
れた電話線用管が最初とされています。（出典‐wikipedia）

■報告
・大都会の下にはライフ・ラインが入るトンネルがあります。通信ケー
ブルのためのトンネル、とう道（洞道）もその一つです。
・北海道地方本部の今年の見学会は、札幌とう道 38km の旅と
して参加を募り18 名が参加しました。残念ながら端から端まで
は1日がかりとなるということから、今回は最終的に4km の旅で
した。
・札幌のとう道も通信ケーブルを専用に収容する地下トンネルで、
多数のケーブル収容、地震等の災害に対する信頼性に優れて
いる、道路工事による断線被害等を防止できるなど現在も活躍
中です。参加者 18 名は地価の整備された道路とはいえ、日ご
ろの運動不足もあり休み休みながらも、全員、無事 “ 生還 ”しま
した。

東北
北海道

第１回　東北地方本部・北海道地方本部交流会
日程 平成 29 年 12 月7日（木）～ 8日（金） 定員 東北 7 名、北海道 5 名

時間

会場

交流会：16 時～ 18 時（12 名参加）　
懇親会：19 時～ 21 時（10 名参加）
会場：仙台市太白区秋保町湯本　佐勘 参加者：

東北
地方本部

本部長：竹内　聰（東日本通信機器㈱）
副本部長：高橋　秀仁（扶桑電通㈱東北支店）　
幹事：平塚　富美男㈱コムワン）
幹事：東條　英紀（東條テレコム㈱）　
監事：御園生　博之（サンテレホン㈱仙台営業所）
監事：澤田　一紀（㈲小高通信）　
事務局長：佐々木　勝夫

参加者：
北海道

地方本部

本部長：渡辺　敏郎（北第百通信電気㈱）
副本部長：池田　昌和（扶桑電通㈱北海道支店）
幹事：川橋　啓史（都築電気㈱北海道支店）
幹事：赤崎　直人（浅川通信㈱）
事務局長：笹原弘志（㈱つうけんアクティブ）

交流会
次第

（1）開催にあたって（両本部長挨拶）
（2）事務局紹介
（3）会員　自己紹介
（4）議題
①会員増強に向けて
②協会活動の活性化
③活動上の悩み
④本部要望事項
⑤交流の継続に向けた意見
⑥その他

交流会議事内容；
　この度、初めての取り組みとして東北・北海道地方本部交流
会を合同で開催する運びとなりました。
　情報通信の垣根はますます低くなっている状況下にあって、
交流の場は有意義であり、共通のテーマを中心に議論しましょう
との両本部長からの挨拶があり、会議はスタートしました。
　会員増強に向けては、それぞれが保有する共通の課題であり
ますが、東北地方本部では会員勧誘ファイルを作成し、現会員
が企業を紹介するよう事務局、役員が中心となって勧誘するとい
う活発な活動を展開しています。
　北海道地方本部は、29 年度になって新規会員加入があった
ものの、2 社の退会が出るなど、依然として厳しい実態となって
います。今後については、事務局及び幹事が中心となって新規
入会勧誘を行い、『１会員最低 1 社』の目標値を設定し、入会
活動を続けるよう努力することを確認しました。
　関連して双方より収支状況の報告があり、収支改善に頭を悩
ませている実態を確認し合いました。
　魅力ある協会活動についての議論では、研修について、より
安価で合格率が高い魅力的な研修（例えば、Ｗｅｂシステムを
使った参加型研修等）の検討をしては如何かというような意見も
出されました。

交流会
の前に

午前 11 時 30 分に、仙台空港で集合。仙台空港では東北地
方本部の竹内本部長、平塚幹事、佐々木事務局長の 3 名の
お迎えをいただき、仙台空港内の津波の到達表示を見て、改
めて震災の恐怖を感じ取りました。その後、東松島を中心とした
津波被害の現状を肌で感じながら、なかなか進まない復興の実
態に、歯がゆさを感じました。報道でも知らされた仙石線　野蒜

（のびる）駅では震災時における運命の尊さをビデオ映像により、
他人事ではないことを痛感しました。

入口の説明パネル

地下トンネルを見学 全員で記念撮影

参加者集合写真
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信越

技のにぎわいフェスタ

日程 平成 29 年 11 月23日（木・祝日）
時間 10：00 ～ 15：30

会場 新潟市産業振興センター

■「技のにぎわいフェスタ」では、技能の重要性、必要性及び
その魅力と次世代を担う若者を中心として広く県民に周知するも
のとし、新潟県能力開発センターが中心となって開催されました。
　当日は、約 1 万人の来場者があり親子ずれの姿が目立ち、体
験コーナーでは中学生、小学生、幼稚園児までが立ち寄ってく
れました。
　ITCAブースでは「LANケーブルを作ってみませんか」と称
して、網組からモジュラーに固定するまでを体験しますが、当方
の技術者が一人ひとり丁寧に説明すると、熱心に指を動かして
作っていきます。小さい子は、指が器用で大人も驚いてしまいま
す。完成したケーブルは、Webカメラを通してモニターに接続し、
本人の姿が映し出されると満足した顔でにっこりしていました。作っ
たケーブルは記念に持ち帰って貰いました。

九州

平成 29 年度　九州地方本部会・製品説明会
日程 平成 29 年 11 月17日（金）

時間 14 時 00 分～ 19 時 30 分
会場 タカクラホテル福岡（福岡県福岡市中央区渡辺通

2-7-21）
◆平成 29 年度 九州地方本部会・製品説明会
　平成 29 年度の九州地方本部会および製品説明会を福岡
県福岡市渡辺通のタカクラホテル福岡で開催しました。
　地方本部会では阿部本部長より11 月15日に開催されまし
た第 2 回理事会の報告がありました。製品説明会は、アライド
テレシス、NTTドコモ、ヤマハ、高文、サンテレホン、ダイコー
通産の 6 社による最新製品の紹介がありました。（14 社 16 名
参加）
　その後、懇親会に移り阿部本部長の挨拶と乾杯の音頭で
始まり、懇親を深めました。（11 社 12 名参加）

関西

工事担任者試験に向けた講習会
日程 平成 29 年 10 月18日（水）25日（水）11 月1日（水）15日（水）22日（水）
時間 5日とも　10：00 ～ 17：00 参加者 8名

会場 関西地方本部　会議室 研修
内容 11 月の本試験に向けた基礎・技術・法規を対象

関西

ITCA セミナー及び意見交歓会
日程 平成 29 年 11 月29日（水）
時間 セミナー 13：30 ～ 17：00　 時間 意見交換会17：00～18：30
会場 セミナー　　中央電気倶楽部　2階　214号室　 会場 意見交歓会　中央電気倶楽部　3 階　特別食堂
研修
内容

セミナーに20社37名のの出席会員様にご参加いただ
きそれぞれ大いに得るものがあったと思われます。

研修
内容

その後の意見交歓会にも14 社 28 名にご参加いた
だき、大いに盛り上がりました。

ITCAブース
スタッフ

体験コーナーでの子供たち
「技のにぎわいフェスタ
2017」ポスター

製品説明会模様

懇親会模様地方本部会模様
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地方本部　INFORMATION

東北

平成 30 年賀詞交歓会

日程 平成30年1月17日（水曜日）
参加費 会費制　１名 4,000 円

時間 18:00 ～

会場 料亭　魚たつ
（仙台市青葉区中央 2-5-10　TEL:022-223-8201）

申込み
方法

１月の会費請求郵送便に案内書同封。
申し込みはメール又は FAX にて。
会員以外の参加も可能です。

関東

平成 30 年賀詞交歓会

日程 平成30年1月10日（水曜日）
参加費 関東会員は 1 社 1 名　無料

2 名以上は 1 名につき 5,000 円時間 13：30 ～

会場
メルパルク東京　5F　瑞雲の間

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

申込み
方法

関東会員へ「賀詞交歓会ご案内」葉書を郵送し
ます。返信葉書に出欠有無をご記入の上、返送
願います。
関東事務局　TEL:03-5244-9700

東海

平成 30 年新年名刺交換会

日程 平成30年1月15日（月曜日）
参加費 参加者 1 名につき6,000 円

時間 16：00 ～

会場
ローズコートホテル　4F　ローズルームの間

（名古屋市中区大須 4-9-60　TEL:052-269-1811）
http://www.rosecourthtl.co.jp/

申込み
方法

東海会員へ「新年名刺交換会開催案内」をメー
ル配信しますので、出席連絡票に記入のうえメール、
FAX でお申込下さい。
東海事務局　TEL:052-241-1989

関西

平成 30 年 年賀交歓会

日程 平成30年1月12日（金曜日）
参加費 関西会員は 1 社 1 名　無料

2 名以上は 1 名について3,000 円時間 16：00 ～ 18：00

会場 中央電気倶楽部　3 階　大食堂
大阪市北区堂島浜 2-1-25

申込み
方法

関西会員へ「年賀交歓会開催のご案内」を送付
します。参加申込書に社名人数等をご記入の上、
FAX 願います。
関西事務局　TEL:06-4256-7155

九州

平成 30 年賀詞交歓会

日程 平成30年1月19日（金曜日）
参加費 会員は 1 社 1 名 6,000 円

2 名以上は 1 名につき 5,000 円時間 17：00 ～ 19：00

会場 タカクラホテル福岡
（福岡県福岡市中央区渡辺通 2-7-21）

申込み
方法

会員へ「賀詞交歓会ご案内」文書をメールします。
出欠有無をご記入の上、返信願います。

【業界初】劣化確認機能付
ＬＡＮ用ＳＰＤ
PE1000A-C/PE1000N-C

ＪＩＳ Ｃ 5381‐21に対応
国土交通省公共建築工事標準仕様書に準拠
ＲｏＨｓ指令対応

劣化確認機能付1

高速LAN回線（1000Base-T）対応2

Power over Ethernet（PoE Plus）対応3

DINレール対応4

LED表示 別電源不要

導電性DINレール使用の場合、一括アースが可能

ＳＴＰケーブル対応5
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委員会・理事会等模様

平成29年度第1回業務委員会議模様
１．日時　　　平成 29 年 10 月 19 日（木）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 8 対地接続）
３．出席者　　今井秀昭業務委員長、髙瀬幸雄副委員長、
　　　　　　　石井延章委員、恒川純次委員、
　　　　　　　田中優治委員、吉本幸男委員、
　　　　　　　吉川正明委員、麓譲委員、
　　　　　　　阿部准定委員、東條英紀委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）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）関東地方本部取組み状況
（6）平成 29 年度 ITCA セミナー開催について
（7）ITCA 事業施策状況一覧（機関誌）について
（8）その他

平成29年度第2回教育委員会議模様
１．日時　　　平成 29 年 10 月 25 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 3 対地接続）
３．出席者　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　河内康志委員、高木健委員、
　　　　　　　森山孝委員、
　　　　　　　山内明専務理事
　　　　　　　アライドレシスアカデミー㈱　小林忍社長
４．議題

（1）ITCA 本部研修中間報告（プレゼン）
　　　アライドレシスアカデミー㈱　小林忍社長

（2）平成 29 年度研修実施状況及び検討事項
（3）ポリテクセンター（職業能力開発促進センター）利用

状況
（4）平成 29 年度 ITCA セミナー開催について
（5）その他

平成29年度第1回広報委員会議模様
１．日時　　　平成 29 年 10 月 27 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 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、
　　　　　　　岸村智志委員、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）事業施策状況一覧追加ページ
（6）平成 29 年度 ITCA セミナー開催について

（7）その他

平成29年度第1回総務財務委員会議模様
１．日時　　　平成 29 年 11 月 1 日（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　　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、
　　　　　　　栩谷晴雄委員、関東範一委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）入退会状況について
（2）会員拡大状況について
（3）本部会費見直しについて
（4）組織運営規定の一部改正（理事長推薦候補者）について
（5）平成 29 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
　　・貸借対照表（組織別）
　　・正味財産増減計算書（組織別）

（6）平成 30 年度事業計画策定に向けて
（7）九州地方本部の未収金及び未払金について
（8）職務執行状況報告書について
（9）Web 会議の利用状況について
（10）事務局長人事について
（11）その他

平成29年度第4回委員長会議模様
１．日時　　　平成 29 年 11 月 8 日（水）
　　　　　　　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　　大木一夫会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　井上新一副理事長・総務財務委員長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長・広報委員長、
　　　　　　　今井秀昭業務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 29 年度第 2 回理事会議題審議
　（上期決算状況等）

（2）その他

平成29年度第2回理事会議模様
１．日時　　　平成 29 年 11 月 15 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 00 分
２．場所　　　Web 会議
　　　　　　　（本部、他 17 対地（9 地方事務局、8 各自席））
３．出席者　　大木一夫会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長、井上新一副理事長、
　　　　　　　山内明専務理事
　　　　　　　今井秀明、長谷川浩正、松山　仁、
　　　　　　　樋口正仁、藤田義明、嶋田泰嗣、
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　　　　　　　江角　優、山本　健、阿部准定、
　　　　　　　竹内　聰、渡辺敏郎　の各理事
４．大木会長挨拶要旨
　会長の大木です。皆さんお忙しい中お集まり頂きありが
とうございます。Web 会議ということで若干話しにくい点
があるかもしれませんが、是非活発なご意見をお願いした
いと思います。議題表を見てお分かりのように今日も非常
に多くの議題がありますが、大きく 3 つのポイントかなと
私自身思っております。
　1 点目は、上半期が終わり 11 月も末に近いわけですが、
今一度、上半期の事業状況の確認をいただく、そのうえで
下半期に向けて、意識合わせをして充実した取り組みをお
願いしたい。上半期決算、後ほど説明がありますが、各地
方本部の皆さんの大変な努力もありまして、黒字の中間決
算となっております。皆さんのご努力に大変感謝を申し上
げたいと思います。ただ年間の見通しでは、なお約 5 百万
位の赤字の見通しになっておりますので、是非、下期も上
期同等の取り組みを進めて頂いて、3 月末には晴れて黒字
で終わったというところに持っていけるよう引き続きのご
努力をお願いしたいと思います。また各委員会の活動状況
について報告がありますが、大変頑張って頂いております。
ただ 1 点、会員増に関してのみ当初の計画より大幅に下回っ
た数値でありまして、なお会員減の状況が続いているとい
う事であります。下期、是非充実した増に向けての取り組
みをお願いしたいと思います。
　2 点目は、来年度、平成 30 年度の事業計画の策定にあたっ
ての意識合わせ、気合合わせを是非お願いしたいと思いま
す。今年度に引き続き魅力ある協会活動というものを更に
進めていく。また、事業基盤の確立というものを確固たる
ものにしていくことになると思いますが、一方で 31 年度末
をもっていわゆる法人化した時に義務工程とされておりま
した公益目的事業、義務工程が終わります。フリーな恰好
で新たなスタートが平成 32 年度から始まるということにな
ります。そこに向けて 1 年 2 年かけて、新たな協会の在り
方という議論をスタートするのは来年度になるのではない
かと思うしだいであり、是非ご意見等お願い出来ればと思
います。
　3 点目は、春の理事会で懸案になっていたもので、検討す
ることになっていた重要なテーマ、理事長の選任方法、そ
れから本部会費の見直しにつきまして、関係部会の方から
提案頂いています。特に本部会費の見直しについては、こ
れまでの会費算出方法とかなり抜本的に違った形の提案を
頂いているところであり、これからの各地方本部、あるい
は委員会の活動についても大きく関係するところだと思い
ますので、議論を頂いたうえで新たなスタートへ移行出来
ればと思います。簡単ではありますが、是非また本日、活
発なご意見を頂きながら進めて頂ければと思います。宜し
くお願い致します。
5．大輪理事長挨拶要旨
　大輪でございます。本日は、お忙しい中、ご参加頂きま
して本当にありがとうございます。日頃から協会の活動に
ご尽力頂きまして、大変感謝しております。今、会長から
も有意義なご挨拶を頂き、本当にありがとうございます。今、
会長のお言葉にもありますように、やはり経費の削減には
多大なるご尽力を頂いて、非常に大変なことですけれども
本当に頑張って頂いているということで、重ね重ね御礼を

申し上げます。
　もう一つは経費をいくら削減しても入側、いわゆる会費
側の減が続く限りは同じように平行して行くわけですから
結果としては協会というのは縮む方向に行ってしまうとい
う事だと思います。
　一番重要なことは協会の魅力として何を生み出していく
のかということ。会員企業の利益あるいは将来性、どうな
るんだという新しい動向の提示、ということを同業である
皆様のメーカー系列、或いは工事業系列、或いは資材の系
列等を通じて、いかにいろいろな賀詞交歓会はじめイベン
トに参加して深く取れるか、これが具体的な会員増の鍵で
はないかなと思っております。今月の 29 日も本部・関東の
講演会があります。アライドの支部・支社或いは協会会員
の場所でもありますけれども、そういった所に無料で皆さ
んの知人、或いはメーカー系列の方に来て聞いて頂く、或
いはパンフレットを配布する、或いはオフィスリンクの
1000 万のインセンティブをもらった会社があるんだよと、
技術の資格を取れば出来るんだよ、というところをアピー
ルして頂くことが肝心ではないかなと思っております。是
非これに力を入れて頂きたいと思っています。
　もう一点は、先日も、アイ・ビー・エムのセミナー 1500
名が箱崎という本社に一同に集まったわけですけれども、
今、新聞等で賑わっているブロックチェーンのセミナーが
ございました。ブロックチェーンというのは、非常にセキュ
リティ改ざんが出来ない、或いは価値を生み出す次世代の
インターネットとして大変注目されているわけであり、あ
まりサーバーを使わないピアツーピアのネットワークでご
ざいます。アイ・ビー・エムではクラウドで提供開発から
全部出来ておりまして、セミナーなんかでも例えば教育だ
とかそういったものに対してもブロックチェーンで在宅で
もって義務教育をやってしまう。そうゆうのを当初は 2 割 3
割 5 割というふうに増やしていくことを大変力を入れて今、
開発が行われております。新聞でもご存知のようにフィン
テックということで、ファイナンスとテクノロジーという
銀行、東京三菱 19000 だとか或いは三井住友、みずほ 24000
の削減を 21 年までにはやるということで、金融関係もかな
り変わってきております。給料もクラウドの口座に会社が
直接振り込んでしまう。それを携帯のスマホで現金を使わ
ないで決済していく、ATM が段々撤去の方向に動いてき
ているというような大きな変化もあります。こういったも
のも我々が新しい技術を提供し、セミナーを開催し、協賛
して賛助会員の皆様と一緒に進めて行くような経営をして
いかなければいけないと思っております。引き続き、ご支
援の程宜しくお願いします。
6．議事内容

（審議模様）
　平成 29 年度第 2 回理事会議題について次のとおり審議し
た。
（1）通常会員入退会状況
　井上総務財務委員長は、資料－ 1「通常会員の入退会
状況」について、その概要を説明し、山内専務理事より、
内容ついて具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（2）会員拡大状況
　井上総務財務委員長は、資料－ 2「会員拡大状況」につ
いて、その概要を説明し、山内専務理事より、内容につ
いて具体的な説明を行い、異議なく議決した。
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（3）LAN 認定状況及び今後の取組み
　今井業務委員長は、資料－ 3「LAN 認定状況及び今後
の取組み」について、その概要を説明し、山内専務理事
より、内容ついて具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（4）平成 29 年度研修実施状況及び検討事項
　藤田教育委員長は、資料－ 4「平成 29 年度研修実施状
況及び検討事項」について、その概要を説明し、山内専
務理事より、内容ついて具体的な説明を行い、異議なく
議決した。

（5）組織運営規程の一部改正（理事長推薦候補者）につ
いて
　井上総務財務委員長は、資料－ 5「組織運営規程の一部
改正（理事長推薦候補者）について」について、その概
要を説明し、山内専務理事より、内容ついて具体的な説
明を行い、異議なく議決した。

（6）本部会費見直しについて
　井上総務財務委員長は、資料－ 6「本部会費見直しにつ
いて」について、その概要を説明し、山内専務理事より、
内容ついて具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（7）平成 29 年度上期決算状況
　井上総務財務委員長は、資料－ 7「平成 29 年度上期決
算状況」について、その概要を説明し、山内専務理事より、
内容ついて具体的な説明を行い、異議なく議決した。　

（8）平成 30 年度事業計画策定に向けて
　井上総務財務委員長は、資料－ 8「平成 30 年度事業計
画策定に向けて」について、その概要を説明し、山内専
務理事より、内容ついて具体的な説明を行い、異議なく
議決した。

（9）職務執行状況報告
　山内専務理事は、資料－ 9「職務執行状況報告」の概要
を説明し、山内専務理事より、井上剛毅前理事長（代表
理事）、大木一夫会長（代表理事）、大輪堅一理事長（代
表理事）、並びに山内明専務理事（業務執行理事）の、平
成 29 年 5 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日までの職務執行
状況について説明し、承認された。

（10）事務局長人事について
　山内専務理事は、資料－ 10「事務局長人事について」
に基づき、来年 3 月定年退職を迎える花園事務局長の人
事について説明し、承認された。

　（11）九州地方本部の未収金及び未払金について
　山内専務理事は、資料－ 11「九州地方本部の未収金及
び未払金について」に基づき、直近の状況及びこれを踏
まえた年度末決算に向けての対応について説明し、承認
された。

（12）オフィスリンク・光コラボ事業・アライドテレシス
協業取組み状況

　花園事務局長は、資料－ 12「オフィスリンク・光コラ
ボ事業・アライドテレシス協業取組み状況」に基づき、9
月末の状況を説明し、承認された。

　（13）関東地方本部取組み状況
　花園事務局長は、資料－ 13「関東地方本部取組み状況」
に基づき、9 月末の状況を説明し、承認された。

（14）ポリテクセンター（職業能力開発促進センター）利
用状況

　花園事務局長は、資料－ 14「ポリテクセンター（職業
能力開発促進センター）利用状況」に基づき、各地方本

部の利用状況について説明し、承認された。
　（15）ITCA 発行状況

　山内専務理事は、資料－ 15「ITCA 発行状況」に基づき、
「ITCA」の 29 年度発行状況及び 11 月号からページ追加
した「ITCA 事業施策状況一覧」について説明し、承認
された。

　（16）本部ホームページ更新状況
　山内専務理事は、資料－ 16「本部ホームページ更新状
況」に基づき、前回の理事会報告以降の、平成 29 年 4 月
26 日～ 10 月 19 日迄の更新内容等を説明し、承認された。

（17）機関誌アンケート状況
　山内専務理事は、資料－ 17「機関誌アンケート状況」
に基づき、9 月号までの応募状況及び粗品進呈状況を説明
し、承認された。

（18）平成 29 年度 ITCA セミナー開催について
　山内専務理事は、資料－ 18「平成 29 年度 ITCA セミナー
開催について」に基づき、直近の応募状況等について説
明し、承認された。

（19）Web 会議の利用状況
　山内専務理事は、資料－ 19「Web 会議の利用状況」に
基づき、今年度実施した Web 会議の想定費用対効果につ
いて説明し、承認された。

（20）部外団体加入・役員等就任状況
　山内専務理事は、資料－ 20「部外団体加入・役員等就
任状況」を説明し、承認された。

（21）議事録ローテーションと総会担務
　山内専務理事は、資料－ 21「議事録ローテーションと
総会担務」を説明し、承認された。

（22）会議日程
　山内専務理事は、資料－ 22「平成 29 年度理事会等予定」
に基づき、来年度の定時総会は会場の都合により、予定
表通り午後 3 時からの開催とするが、再来年度について
は他の団体の開催時間等を踏まえ、また理事会等で意見
を聞きながら午前中の開催について検討していく旨を説
明し、承認された。

（23）工担者問題対応状況
　山内専務理事は、国土交通省「建設業法施行令の一部
を改正する政令案について」及び「建設業法施行規則及
び施工技術検定規則の一部を改正する省令案について」
のパブリックコメントに対する意見応募の状況及び募集
結果の概要を説明し、了承された。

平成29年度第3回教育委員会議模様
１．日時　　　平成 29 年 12 月 11 日（月）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 1 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、森山孝委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 29 年度研修実施状況及び検討事項
（2）助成金申請について
（3）ITCA セミナーについて
（4）その他
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第50回電気通信産業功労賞を関西地方本部の川口氏と
中国地方本部の吉田氏が受賞

　一般社団法人電気通信協会では、電気通信関係業務
に永年従事し、優秀な技能と善良で勤勉な人格をもっ
て事業の発展に寄与した方、あるいは創意工夫、機器
の改良開発により斯業の発展に貢献された方を対象と
して、昭和 43 年から「電気通信産業功労賞」を授与
しています。第 50 回受賞者は 33 名が選出され、情報
通信設備協会からは関西地方本部会員 旭コムテク株式
会社 取締役会長 川口仁志 氏（関西地方本部常任幹事）
と中国地方本部会員 扶桑電通株式会社 中国支店 ネッ
トワーク販売部 部長 吉田　實 氏（中国地方本部監事）
が受賞されて、11 月 22 日（水）に東京都千代田区霞ヶ
関の東海大学校友会館で贈賞式が行なわれました。

午前 11 時から始まった贈賞式は、一般社団法人電
気通信協会の和才博美会長の式辞のあと、受賞者に「電
気通信産業功労賞」が贈られ、続いて総務省総合通信
基盤局総合通信基盤局長　代読 桃井弘基総務係長と経
済産業省商務情報政策局 デバイス・情報家電戦略室 
田中伸彦室長が祝辞を述べられたあと、12 時から懇親
会が盛大に催されました。

受賞者紹介

◎川口　仁志　氏　

（旭コムテク株式会社　取締役会長　関西地方本部　

常任幹事）

会員名：旭コムテク株式会社
所在地：大阪府東大阪市
受賞理由：

昭和 49 年 4 月、日本情報機器㈱に入社し、情報

通信システムの販売に携わり、ソリューション提案
を積極的に行うことで、顧客からの高い評価および
会社に対する信頼と実績の獲得に大いに尽力をした。

また、平成元年より旭コムテク㈱の東京支店長と
して東京支店の拡大に寄与するとともに、代表取締
役社長就任後は情報通信業界発展のために積極的な
活動を実施されている。また、平成 18 年より（一社）
情報通信設備協会関西地方本部の常任幹事として、
情報通信設備業界の発展に大きく寄与している。

◎吉田　實　氏　

（扶桑電通株式会社　中国支店　ネットワーク販売

部　部長　中国地方本部　監事）

会員名：扶桑電通株式会社
所在地：広島県広島市
受賞理由：

昭和 56 年 4 月、扶桑電通㈱に入社し、情報通信
機器、OA 機器の販売、ネットワーク販売等電気通
信時代の到来と、めまぐるしく変化する環境に対応
して、ネットワーク販売を通じて人材の育成を図り、
社員に対しても各種資格を勧奨するなど、地域社会
の貢献と情報通信の健全な発展に多大な尽力をした。

また、平成 21 年 4 月から（一社）情報通信設備
協会中国地方本部の監事として永年にわたり役員を
務め、通信設備業界および地域社会の情報化を推進
し、電気通信技術の発展、向上に多大なる貢献をし
ている。

（左から）川口氏、和才会長（（一社）電気通信協会）、大木会長、吉田氏、
山内専務

式典模様
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ITCA事業施策状況一覧

地方本部 会員数 LAN認定 光コラボ オフィスリンク アライドテレシス

関 東 238 （-3） 44 （1） 12 （-） 90 （-） 5 （5）

信 越 11 （1） 4 （-） － 11 （1） －
東 海 75 （-） 9 （-） 3 （-） 16 （1） 1 （1）

北 陸 19 （-1） 5 （-） 1 （1） 5 （-） 1 （1）

関 西 66 （-3） 16 （-） － 14 （4） 1 （1）

中 国 57 （-1） 9 （-） － 6 （5） 2 （2）

四 国 53 （-） 3 （-） 1 （1） 10 （-） 1 （1）

九 州 30 （-） 4 （-） 2 （1） 2 （1） 1 （1）

東 北 31 （-） 3 （-） － 5 （5） 2 （2）

北 海 道 27 （-1） 7 （1） 1 （-） 3 （-） －
（小 計） 606 （-9） 104  （2） 20 （3） 162  （17） 14 （14）

本 部 17 （1） － － － －
（合 計） 624 （-7） 104  （2） 20 （3） 162  （17） 14 （14）

ＩＴＣＡ事業施策状況一覧

情報通信設備協会の「事業施策状況一覧 2017年12月31日現在」をお知らせいたします。

区 分 記 事

会員数 各地方本部は特別会員を含む
本部は賛助会員数

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

光コラボ（参入会員） ㈱ティーガイアと再卸契約締結会員（協会取次会員）

オフィスリンク
（パートナー会員） ㈱NTTドコモのオフィスリンクパートナー認定会員

アライドテレシス
（パートナー会員） アライドテレシス㈱のパートナー認定会員

北海道

（地方本部：都道府県）

東北
青森

秋田 岩手

山形 宮城

福島

関東
群馬 栃木

埼玉 茨城

東京 千葉

山梨 神奈川

信越
新潟
長野

東海
岐阜 愛知
三重 静岡

北陸
石川
富山
福井

関西
兵庫 京都

大阪 滋賀

和歌山 奈良

中国
島根 鳥取

広島 岡山

山口

四国
愛媛 香川
高知 徳島

九州
佐賀 福岡

長崎 大分

熊本 宮崎

沖縄 鹿児島

（ ）内はＨ28年度末からの増減数
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標
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個人部門
学校部門

平成　年度 ｢情報通信の安心安全な利用のための標語｣30

標語大募集
平成29年12月1日
　
平成30年2月28日

（必着）

募 集 期 間

標語大募集標語大募集

情報通信における
安心安全推進協議会

お問合せ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目22番1号 虎ノ門桜ビル2階
一般財団法人マルチメディア振興センター内　情報通信における安心安全推進協議会事務局

TEL 03-5403-1090　FAX 03-5403-1092

■主催：情報通信における安心安全推進協議会　　■後援：総務省、文部科学省
検　索検　索情報通信 標語

http://www.fmmc.or.jp/hyogo/
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｢情報通信の安心安全な利用のための標語｣募集

●

●
●
●
●

募 集 内 容

応 募 部 門
応募上の注意
著 作 権
そ の 他

趣　　旨

標語募集内容／応募要領

標語の活用

平成30年度

個 人 部 門 学 校 部 門
【応募資格】
どなたでも応募できます。（右記｢学校部門｣に応募している学校に所属
している個人でも｢個人部門｣に応募できます。）

【応募方法】
◎インターネットの協議会ホームページでの応募
情報通信における安心安全推進協議会のホームページ内に｢応募フォー
ム｣があります。作品の他、氏名等の必須事項を記入して送信して下さ
い。（記載事項に不備がある場合は応募が無効となることがあります。）
１人何点でも応募できますが、１回の応募につき、１作品しか記入でき
ません。（複数応募の場合には、作品毎に｢応募フォーム｣に記入して送
信して下さい。）
◎はがき、または、電子メールによる応募
官製（私製）はがき、または、電子メールで応募して下さい。応募にあたっ
ては、標語のほか、必須事項として郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、
年齢、職業、性別、電話番号を必ず記入して下さい。（記載事項に不備
がある場合は応募が無効となることがあります。）
１人何点でも応募できますが、はがき１枚または電子メール1件につき、
標語は１作品のみしか記入することができません。（複数応募する場合
には、必要な枚数あるいは電子メール件数をお送り下さい。）
先生が生徒全員分をまとめて応募する場合、職場などで多数で応募する
場合、メール送信用の応募フォーム（EXCELシート）をご利用願います。

【応募先】
◎インターネットの協議会ホームページの場合／下記ホームページ
の｢応募フォーム（個人部門用）｣にてお送り下さい。
http://www.fmmc.or.jp/hyogo/ 
◎はがきの場合／〒105-0001　東京都港区虎ノ門三丁目22番1号
虎ノ門桜ビル2階　 一般財団法人マルチメディア振興センター内
情報通信における安心安全推進協議会事務局 宛
◎電子メールの場合／送付先 SSIC-HYOGO@fmmc.or.jp

  標語参考例（平成29年度 総務大臣賞作品）
｢SNSでも　ポジティブ言葉で　わたしから」
｢しのぶれど　世に出でにけり　我が書き込み」

  応募期間
平成29年12月1日（金）～平成30年2月28日（水）必着

  選　　定
主催者による選考委員会において入選作を選定します。
●個人部門：最優秀作〈総務大臣賞〉1点、協議会長賞3点〈児童部門

（小学生）1点、生徒部門（中高生）1点、一般部門1点〉、
PTA関連賞4点〈日本PTA賞2点、全国高P連賞1点、全附
連賞1点〉、ネット健全化特別賞（仮称）2点以内を選定
します。

●学校部門：最優秀作〈総務大臣賞〉1点、優秀作〈総務省総合通信局
長賞〉11点以内（総合通信局の各地域で1点以内）を選定
します。

  発　　表
選定された作品は、情報通信における安心安全推進協議会ホームペー
ジ等にて平成30年６月上旬に発表予定です。入賞者には直接ご連絡い
たします。

  表　　彰
受賞者については、平成30年度の情報通信月間の表彰行事等におい
て、賞状及び賞品を贈呈します。

今回の募集により選定された標語は、平成30年度情報通信月間における広報・啓発ポスターをはじめ、全国各地で実施される
各種啓発事業・行事等において幅広く活用します。また、e-ネットキャラバンの講座内でも紹介します。

■主催：情報通信における安心安全推進協議会
■後援：総務省、文部科学省

〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目22番1号 虎ノ門桜ビル2階
一般財団法人マルチメディア振興センター内
情報通信における安心安全推進協議会事務局
TEL 03-5403-1090　FAX 03-5403-1092

お問合せ

［詳細はWebでご案内しております］http://www.fmmc.or.jp/hyogo/

【応募資格】
児童、生徒が作った作品の中から学校代表者が学校代表作品1点を選ん
で｢学校名｣で応募下さい。（応募は１学校につき１作品のみですが、代表
作品以外の作品は｢個人部門｣に何点でも応募できます。）

【応募方法】
◎インターネットの協議会ホームページからのみ応募を受付
情報通信における安心安全推進協議会のホームページ内に｢応募フォー
ム（学校部門用）｣があります。作品の他、学校名、代表者名、学校内で
の取り組み内容等の必須事項を記入して送信して下さい。なお、はがき、
電子メールなどでは受付けておりません。
◎学校部門用応募フォーム
http://www.fmmc.or.jp/hyogo/に記載の｢応募フォーム（学校部門
用）｣をお使い下さい。

初心者を含む情報通信利用者が情報通信を安心・安全に利用するためのルールやマナー、情報セキュリティに関する意識や知識の
重要性に気づき、考えるきっかけとすることを目的に、標語を公募し、受賞作を用いた啓発活動を行います。

：情報通信を安心・安全に利用するためのルールやマナー、情報セキュリティの意識を啓発する標語。特に、青
　少年に対するフィルタリングの重要性の周知、歩きスマホの防止、低年齢の子どものネット機器利用、他人を
　傷つけるような情報発信をしないこと等、最近の情報通信の利用における問題点を意識したもの。
：個人が応募する｢個人部門｣と、学校を代表して応募する｢学校部門｣の2つがあります。詳細は以下を参照下さい。
：未発表の作品に限ります。なお、応募作品は、返却しません。
：著作権は、主催者に帰属します。
：応募者の個人情報は、主催者が管理し、標語募集事業運営の目的以外に使用することはありません。

e-ネットキャラバンとはインターネット（スマホやパソコン）の安心・安全な利用を学ぶ講座です。
小中学生向け・中高生向け・保護者教職員向けに、毎日全国（年間2,000件以上）で開催されています。
お申し込みは：一般財団法人マルチメディア振興センター　TEL.03-5403-1090　e-netcaravan@fmmc.or.jp

■ 受賞された標語は「e-ネットキャラバン」の講座内でご紹介します。

http://www.e-netcaravan.jp/
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新会員（平成29年11月1日~平成29年12月31日）

■通常会員

◎　会社名　　イリオスネット株式会社
　　　　　　　（平成29年12月11日入会）
　　所在地　　東京都港区　
　　代表者　　宮﨑　毅　　
　　TEL　　　03-5789-1610
　　事業内容　移動体通信機器販売及び関連機器

の販売・保守
　　URL　 　  http://www.heliosnet.co.jp

◎　会社名　　有限会社エイアンドワイ 
　　　　　　　ヨシダ通信工業　室蘭営業所
　　　　　　　（平成29年12月25日入会）
　　所在地　　北海道室蘭市　
　　代表者　　奥村　考次　　
　　TEL　　　0143-46-4499
　　事業内容　情報通信設備の工事及び保守
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仙台市青葉区春日町6-1 白鳥ビル203号室 TEL 022-221-4772 tohoku@itca.or.jp

北海道地方本部 〒064-0920
 

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

明けましておめでとうございます。
本年もITCAを宜しくお願い申し上げ
ます。
　昨年発売された製品で購入したい
と思ったものは「スマートスピーカー」と
エンターテイメントロボット犬型の
「aibo」です。時代は対話型の音声操
作AIになってきており、画面をタッチし
たりキーボードを叩いたりするよりも速
く、手軽に目的を達成することができ、日
常生活にAIの活用が広がっていくと
思います。また、展示会もいくつか行っ
てきましたが、プレスニュースで読むより
実際に見たり体験したりするとICTの
未来をより感じることが出来ました。
 本年も皆様へ情報をお届けするため
にも展示会やセミナーに参加して知識
を広げてご紹介していきたいと思いま
す。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　栩谷　晴雄

編集委員
　松山　仁
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　飯塚　栄
　坂口　麗子

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