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「働き方改革」の取り組みでは、ワー
ク・ライフ・バランスのとれた働き方を進
めるきっかけとなる「プラミアムフライ
デー」「キッズウィーク」等があります
が、なかなか「働き方改革」が判らな
い、進まない方にお勧めのWebサイト
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の項目があり、自己診断では、10問の
質問で現状を知り、改善のアドバイス
がもらえます。私も自己診断をしてみま
したが、労働者調査の平均値と自分と
の対比や仕事の考え方・進め方等に
ついて工夫ポイントを教えてもらえまし
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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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1

FRONT VOICE

一般社団法人 情報通信設備協会
会長　坪内 和人

会長就任のご挨拶

第 64 回定時総会におきまして、大木会長の後

任として、会長に就任いたしました坪内でござい

ます。

サッカーのワールドカップの時期が過ぎると、

2020年のオリンピック・パラリンピックはもう目

の前です。競技会場の建設が進むと同時に、情報

通信環境の整備も進みます。4K・8K の大画面を

駆使したパブリック・ビューイング、クラウドと

連携したデジタル・サイネージ、高度な認証技術

によるセキュリティ・システム等、すべての人々

が安心・安全・快適にこの催しを楽しむ世界が実

現できるよう期待したいものです。しかし、その

あとに訪れる世界は必ずしも明るいことばかりで

はないようです。総務省が先に発表したレポート

では、日本の高齢者人口がピークを迎える 2040

年頃を見据えて、どのような施策を展開していく

かが提示されています。（総務省「未来をつかむ

TECH 戦略」2018.4.17 参照）基本となる考え方は、

急激な少子高齢化と人口減少という「国難」を克

服するには、ICT の活用が不可欠だというもので

あり、ICT 事業にかかわる者として、身の引き締

まる思いがします。

幸いなことに、日本のブロードバンド基盤は、

光回線もモバイルネットワークも世界トップレベ

ルの水準を達成しています。60 余年の歴史を持

つ当協会も、この基盤づくりに貢献してまいりま

した。ひとえに会員の皆様が、時代の進化に合わ

せて情報通信設備の設計・構築・保守の技術を磨

き、努力してユーザーの要望を実現してこられた

ことによるものです。私たちはこれからも、新し

い技術に対応し、ユーザーの要望に応えるための

努力を続けていかなくてはなりません。ただ、情

報通信に関する技術がここ数年で飛躍的に進化し、

IoT、AI 等の要素を組み込んだサービスが次々に

登場する中、更に高度で柔軟な技術やノウハウが

求められる局面も多いかと思われます。コンテン

ツ・アプリケーションの知識と技術を高め、ユー

ザーに文字通り「解決策」としてのソリューショ

ンを提供することが求められる場面も多くなるで

しょう。

当協会は、アライドテレシス様、ヤマハ様と

の協業をはじめ、ティーガイア様との光コラボ、

NTT ドコモ様とのオフィスリンク強化など、幅

広い業態の方々とのアライアンス・協業の機会を

作ることで、会員の皆様に新しいビジネスチャン

スと商材を提供してきました。更に新たな顧客層

の開拓や業容の転換・拡大に資する活動に取り組

んでまいります。もちろん、従来から実施してき

た技術研修施策の充実を図るとともに、各種セミ

ナー等を通じて、時代の方向や最先端の技術動向

を情報発信していく努力も続けていきたいと考え

ております。

これからも、協会本部、地方本部一体となって

会員の皆さんのために邁進する所存です。皆様方

の一層のご支援・ご鞭撻を賜りますよう、お願い

申し上げます。
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地方本部だより

１．北海道の名前の由来～ 1869 年 8 月 15 日

北海道は、かつては「蝦夷地」と呼ばれていまし
たが、1869 年（明治 2 年）7 月 17 日に、松浦武四郎
が「北加伊道」を含む 6 つの名前を候補とする意見
書を明治政府へ提案し、8月15日に太政官布告によっ
て「北海道」と命名されました。

その 6 つの名前は、以下のとおりです。
【「北加伊道」「日高見道」「海北道」「海島道」「東北
道」「千島道」】

　「北加伊道」は松浦武四郎がアイヌの古老から “ カ
イ ” という言葉には、“ この地で生まれたもの ” とい
う意味があると教えられた記述があり「北加伊道」
の「加伊」にはこの意味が込められ「北海道」と命
名されたといわれています。

北海道はその命名から 150 年目の節目を迎えます。

２．「北海道」の名付け親～松浦武四郎

松浦武四郎は、現在の三重県松阪市の出身で、生
涯にわたって全国を歩き続け、探検家、作家、地理
学者などとして幅広い分野で活躍しました。

26 歳の時に、ロシア南下に危機を感じて蝦夷地調
査を決意し 28 歳から 41 歳にかけて全 6 回にわたり、
蝦夷地を調査し、その歩みは樺太や国後、択捉にま
で及びました。

地理学者としては「東西蝦夷山川地理取調図」を
製作するなど、大きな功績を残しました。

３．北海道の歴史

　7 世紀後半より 9 ～ 10 世紀にかけてアイヌ文化へ
移行しました。
　奈良時代、平安時代には東北地方北部の住民は蝦
夷（えみし）と呼ばれていました。
　北海道の蝦夷は東北地方北部の住民と同一民族と
いわれており、北海道の蝦夷（えみし）が後の蝦夷（え
ぞ）、現在のアイヌであったといわれています。
　1457 年コシャマインの戦いで、甲斐源氏・若狭武
田氏の子孫とされる武田信弘が、アイヌの指導者コ
シャマインを討伐し、蝦夷地の南部（松前藩）に支
配権を築いて、和人とアイヌの戦いが始まり結果と
して、北海道を和人（日本人）が、統治するようになっ
たと言われています。

「北海道」は今年、命名されてから150年目となる節目を迎え、積み重ねてきた歴史や先人の偉業を振り返り、

感謝し、道民・ 企業・ 団体などと一体となって節目の年を祝うイベント等を開催しています。北海道の新しい

価値を国内外に発信することにより文化や経済など様々な交流を広げていく「北海道150年事業」をご紹介いた

します。

2018年、北海道は命名150年
一般社団法人 情報通信設備協会 北海道地方本部

事務局長　笹原　弘志
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　北海道は、47 都道府県で唯一の「道」であり、道
庁所在地は札幌市です。
　人口は 547 万人で残念ながら、減少傾向が続いて
います。

４．北海道 150 年ウィーク

　　2018 年 7 月 14 日（土）～ 8 月 26 日（日）

　北海道 150 年事業として、今年は、道内外各地で
150 年事業の催し物が開催されます。

会員の皆様へ

　北海道人は「どさんこ」（道産子）と呼ばれています。
　しかしながら、もともと北海道に和人（日本人）
は居住せず、道民の先祖は、開拓等の名の下で全国
から移住してきました。私たちの先祖は、本州の皆
様とどこかで繋がっています。
　北海道地方本部の活動では、昨年、東北地方本部
の役員の皆様と意見交換会をもちました。
　今後も各地方本部様と情報共有に努めてまいりた
いと思っています。
　北海道 150 年事業に合わせ、ぜひ北海道にいらし

て下さい。お待ちしています。

　北海道 150 年ウィーク

■テーマ

　・北海道 151 年目の新たな一歩を踏み出す
　・�先人から受け継いだ財産を次の世代につな

ぐ
　・“Hokkaido” の多様な魅力を世界に広げる

■  8 月～ 12 月までの主だったイベントのご案内

「北海道の食フェア」「プロジェクションマッピ
ング」「よさこいソーラン祭り」
「花火大会（札幌・帯広）」「北海道マラソン」
などが予定されています。

詳しい内容については下記に問い合わせて下
さい。

［お問合せ先］
　　北海道 150 年事業実行委員会事務局
　　URL:�https://hokkaido150.jp/
　　電話：011-204-5995

松浦武四郎（1818～1888）
写真提供：松浦武四郎記念館

東西蝦夷山川地理取調図（南北が逆となっています）
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業界ニュース　4月 

NTT コミュニケーションズ㈱は、ドリームエリア㈱に VPN 接続によるセキュアで安価なモバイル通信サービス「100 円
SIM」および強固なクラウド基盤「Enterprise�Cloud」からなる IoT ネットワーク基盤を提供する。ドリームエリアは、本基
盤を活用し、GPS などの位置情報によって危険を未然に防ぐ児童見守りサービス「みもり」の提供を 2018 年 4 月より販売開
始した。本サービスは、子どもに見守り専用デバイス「みもりGPS」を持たせ、保護者のスマートフォンに専用アプリをイン
ストールして子どもの行動を見守るサービスである。「みもりGPS」に内蔵された各種センサーとGPSで収集した位置情報は、

「100円 SIM」によってインターネットを経由せずにVPNを利用してセキュアに送信される。また、強固なクラウド基盤であ
る「Enterprise�Cloud」上で情報を管理することができる。特長は、①危険データベースを活用し、トラブルを未然に抑止　
②AIを活用した高度なアラート通知　③迷子防止にも利用可能　④避難所マップで防災対策
（URL:�https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2018/0402.html�）

ドリームエリアが NTTComのセキュアな IoT通信サービス「100円 SIM」を活用し、AIで危険を未
然に防ぐ児童見守りサービス「みもり」を提供開始

IDC�Japan㈱は、ウェアラブルデバイスの2022年までの国内／世界出荷台数予測を発表した。IDCが発行する
「Worldwide�Quarterly�Wearable�Device�Tracker」のデータによると、2017年には1億3,290万台だったウェアラブルデ
バイスの出荷台数は、2022年には2億1,940万台に成長し、年間平均成長率は13.4％と二桁成長が続くと予測されている。
腕時計型やリストバンド型が注目される一方で、他の形状のウェアラブルデバイスは2022年までの予測期間中そのシェ
アを拡大することになるものの、そのシェアは限定的なものになる。耳掛け型と靴・衣類型はその中でも成長が見込ま
れるもので、その成長速度は遅いもののヘッドフォン、およびアスリートや作業者向けのセンサー付きウェアに搭載さ
れることで不可欠なものになっていくと思われる。
（URL:�https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20180419Apr.html）

IDCJapanが2022年までのウェアラブルデバイスの世界／国内出荷台数予測を発表

㈱日立ソリューションズは、テレワーク中の業務状況を可視化し、組織マネジメントを支援するシステム「Work�
Time�Recorder（以下、ワークタイムレコーダー）」を2018年 4月 16日より提供開始した。テレワーク利用者がPCに

「ワークタイムレコーダー」をインストールすることで、本システムが作業内容を記録し、テレワーク利用者の業務報
告書やPCの操作内容のレポートを自動作成し、管理職の組織マネジメントを支援する。また、マイクロソフト社の「Skype�
for�Business」のクライアント上で、チームメンバーがリアルタイムに業務状況を共有でき、円滑なコミュニケーショ
ンを実現する。さらに、作業記録や関連データを合わせて分析し、全社や組織単位で可視化するツールをお客様の目的
に応じて提供し、業務課題の把握も支援する。価格（税別）：初期導入サービス　200,000円～　月額利用料：1,000円／
人・月　見える化サービス：個別見積もり　お問い合わせ先：TEL�0120-571-488
（URL:�http://www.hitachi-solutions.co.jp/company/press/news/2018/0412�）

日立ソリューションズがテレワーク中の業務を可視化し、組織マネジメントを支援するシステムを販売開始

NEC は、働き方改革を支援するテレワークの利便性向上や教育現場への PC
端末導入促進に配慮した新商品4タイプ8モデルの発売を開始し、ビジネス・教
育向けモバイルPC のラインアップを強化した。タブレットPC「VersaProタイ
プ VS」では、12.5 型フル HD 液晶搭載や防塵防滴規格（IP42）へ準拠した薄さ
11mm以下、軽さ約900ｇの新筐体に、本体のみで自立可能なキックスタンドの
装備や、本体に収納可能な充電式デジタルザーペン（約 15 秒の充電で約 90 分
使用可能）を標準添付するなど、企業の現場作業や学校の課外授業などの用途
に向けた強化を行った。さらに、本体液晶の保護カバーも兼ねる着脱式キーボー
ドや複数の周辺機器接続に便利な拡張クレードル、LTE 対応ワイヤレス WAN
を新たにセレクションメニューに用意した。価格（税別）：タブレット PC　タイプ VS�167,500 円～、タイプ VT　
114,400円～　モバイルノートPC　UltraLite タイプVG��327,000円～、UltraLite タイプVB　239,500円～　お問い合
わせ先��フリーコール：0120-977-121（受付時間：年中無休9：00～ 17：00）
（URL:�https://jpn.nec.com/press/201804/20180405_01.html�）

NECが働き方改革や教育現場の ICT化推進に配慮したタブレット PC、
モバイルノート PCのラインアップを強化

VersaPro タイプ VS
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㈱ナカヨは、IP テレフォニーシステム「NYC-Si」用の CTI アプリケーション「CTI アシスト」を 2018 年 4 月 23
日より販売開始した。「CTI アシスト」は、「NYC-Si」で電話応対をしているお客様の利用を想定した小・中規模ビ
ジネス向 CTI アプリケーションである。このアプリケーションにより、電話で受けた用件の記録を簡単なパソコン
のクリック操作で保存・共有し、必要に応じて検索・メール発信に利用でき、業務の質を大きく向上させる。販売す
るナカヨ電子サービス㈱では「CTI アシスト」を、安心電話サポート 5 年付きで提供する。これにより、迅速・安
心な導入が可能となり、多数の便利な機能を使いこなして業務効率向上を図ることが、容易になる。本アプリケー
ションは、内線着信も外線と同様に管理運用できるもの大きな特長である。これにより、介護施設や宿泊施設など多
数の内線端末を有する施設でも活用することができる。お問い合わせ先：㈱ナカヨ　営業統括本部　営業企画室　
TEL:03-6433-1184
（URL:�http://www.nyc.co.jp/release/2018_release/NewsRelease_cti_20180425.pdf�）

ナカヨがあんしん電話サポート５年付で「CTIアシスト」を発売

㈱NTTドコモは、マンホール型基地局の試作機を国内で初めて開発し、
2018 年 3 月 6 日より実証実験を開始した。観光地や景勝地などにおいて
は、アンテナ設置に適した建物がなく、人の目につかないように通信設
備を設置することが難しいため、安定したサービスエリアの構築が困難
となっており、そのような場所のエリア化には景観を保護しながら設置
が可能な基地局が必要となる。マンホール型基地局を本格運用するにあ
たっては、あらゆる環境で下記の 3 点を満たすことが必要であり、本実
験は、これらを満たす技術の確立を目的として実施している。①お客様
に快適な通信環境を提供できるサービスエリアが確保できること。②マ
ンホール上を含むマンホール型基地局周辺の電波の強さが、電波防護指
針に基づく電波法令を順守した値であること。③設置場所の安全基準に
準拠したマンホール蓋の強度であること。
（URL:�https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2018/04/11_00.html�）

NTTドコモが国内初、マンホール型基地局の試作機を開発

マンホール型基地局のイメージ

㈱メディアシークは、QRコードの新しい使い方を提案すべく、24時間で消えるチャットサービス「Zigen（ジゲン）」
を開始した。メンバーはQRコードで招待できアドレス交換は不要。交換したメッセージや写真は24時間後にチャッ
トルームごと完全に消滅。システムデータやログも残らない。アドレスは教えたくないけど目の前の仲間といますぐ盛
り上がりたい、そんな一期一会のコミュニケーションを「Zigen」がサポートする。「Zigen」チャットの始め方はQRコー
ドを読み取るだけで手軽に参加可能。チャットルーム毎に発行される招待用のQRコードを、メディアシークが提供す
る定番の無料バーコード読取りアプリ「バーコードリーダー／アイコニット」で読取りするだけ。友達申請やアドレス
交換は不要である。チャット終了後は連絡のための情報が残らない安心・安全のサービスである。
（URL:�https://www.mediaseek.co.jp/corporate/notice/4353/�）

メディアシークが24時間で消える時限チャット「Zigen（ジゲン）」を開始

富士通フロンテック㈱は、入退室管理システム向けに、本人認証への適用
が容易な、オールインワン型の手のひら静脈認証装置「FUJITSU 生体認証　
PalmSecure�Connect�for�Gate（パームセキュアコネクト�フォー�ゲート）」を
2018 年 4 月 18 日より販売開始した。本製品は、手のひら静脈センサー、OS、
ミドルウェア、タッチパネルディスプレイなどを一体化した手のひら静脈認証
装置「PalmSecure�Connect」をベースに、入退室管理に必要な機能を搭載し
た装置である。入退室管理システムを開発および提供するベンダーは、専用の
アプリケーションを開発することで、容易に手のひら静脈認証機能を付加した
システムを提供することが可能となり、セキュリティ強化や利便性の向上を実
現する。販売価格：個別見積　お問い合わせ先：製品について　富士通フロン
テック㈱　TEL:042-377-0445��　購入について　富士通エレクトロニクス㈱　
TEL:045-415-5826　
（URL:�http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/resources/news/press-releases/2018/0418.html�）

富士通フロンテックが入退室向け手のひら静脈認証装置「PalmSecure Connect for Gate」を
新発売

「PalmSecure Connect for 
Gate」で認証している様子
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業界ニュース　5月 

IDC�Japan㈱は、法人向けノートPC市場の軽量型ノートPC、長時間バッテリー駆動型ノートPCの市場規模およ
び ITサプライヤー別の動向について分析を行い、その結果を発表した。従業員が求めるノートPCについて IDCが
昨年調査を行った結果、従業員が利用するPCをユーザー企業が選定するにあたり、優先度が高い項目は「軽量／薄
型で持ち運びやすいこと」「長時間のバッテリー駆動」であった。軽量型ノートPCを「重量1.2Kg未満」、長時間バッ
テリー駆動型PCを「バッテリー駆動時間8時間以上」として考えた場合、これら2つの機能を満たす2017年のノー
トPCの出荷台数は49万台と、2017年の国内法人向けノートPC市場の中で31.5％を占めていることがわかった。また、
2017 年における国内法人向けノート PC 市場の前年比成長率は 6.4％だったが、軽量／長時間バッテリー駆動型ノー
トPC市場は、前年比61.5％増と急速に拡大している。この背景には、働き方改革に伴うテレワークなどに対する関
心の高まり、企業でのフリーアドレス制度の浸透、デスクトップPCからノートPCへの切り替えなどの動きがある
と考えられる。2017年出荷台数シェアの上位3社は、パナソニック54.2％、東芝 17.2％、NECレノボグループ8.0％と、
これら3社で市場の約8割を占めている。
（URL:�https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20180522Apr.html�）

IDCJapanが国内軽量／長時間バッテリー駆動型ノート PC市場　競合分析結果を発表

エレコム㈱は、デュアルレンズによりVR酔いを抑えることができ、多機能でメガネ
にも対応する折りたたみ式のVRグラス「P-VRGF01シリーズ」を2018年6月上旬より
販売開始した。スマートフォンの画面とアプリを使って仮想世界を体験できるVRコンテ
ンツが楽しめるVRグラスの高精細なデュアルレンズ搭載モデルに、折りたたみタイプで、
iPhoneやAndroidで4.0～6.0インチのスマートフォンに対応する。お手持ちのスマートフォ
ンに専用VRアプリをインストールし、本製品にセットするだけで、臨場感あふれる映像
を上下左右360度全方向に楽しめる。VRコンテンツ再生中に周囲を見渡すと、頭の動き
に合わせて視界が360度動き、まるで自分がコンテンツの中にいるかのような臨場感を体
験できる。価格：オープン価格　
（URL:�http://www.elecom.co.jp/news/201805/p-vrgf01/�）

エレコムがピント調整・目幅調整も可能な VRグラスを販売開始
～高精細なデュアルレンズによりVR酔いを緩和し、収納時は約7㎝厚になる折りたたみ式～

P-VRGF01BK＜ブラック＞

日本システムウエア㈱は、IoT センサーと LPWA を活用したエッジ AI ソリューションにより、会議室の利用状
況を可視化するモニタリングシステムを2018年 5月 7日より提供開始した。本システムは、エッジデバイス内でデー
タ分析を行うエッジ AI ソリューションにより、入退室状況の把握だけなく、温湿度や照度、音圧などを測定する
IoTセンサーから収集したデータをもとに作成した独自アルゴリズムによって、会議室の雰囲気や活性度といった環
境情報も可視化する。また、入退室状況の切り替えの際に利用者が特別な操作をする必要がないため、予約をして実
際に会議室を利用しない空予約だけでなく、予約せずに会議室を利用する無断利用の実態もセンサデータから検出可
能である。お問い合わせ先：日本システムウエア㈱　プロダクトソリューション事業本部　TEL:03-4335-2610
（URL:�http://www.nsw.co.jp/topics/news_detail.html?eid=511&year=�）

日本システムウエアがエッジ AIソリューションによる会議室モニタリングシステムを提供開始

㈱ラックは、工場やオフィスなどで導入が進んでいる多種多様な IoT機器に対し、ソフトウェア、ハードウェア、
ネットワークに至るまで相互的な脆弱性診断を行う「IoTセキュリティ診断サービス」を2018年 5月 31日より提供
開始した。定期的に脆弱性を把握することで、工場の稼働停止、オフィスの業務停止や情報漏えいといった IoT 機
器を利用するお客様の事業継続リスクの軽減に貢献する。長年にわたりアプリケーション診断やプラットフォーム診
断などで実施してきた知見を活かし、ハードウェアのインターフェース、機器上で動くプログラムやファームウェア、
スマートフォンアプリやサーバーアプリ等の機器が送受信する通信プロトコルなどを診断する。主な特徴は、① IoT
機器の動作環境に応じ、最適な診断項目を選択　②ラック独自の最新の IoT セキュリティ情報を活用した診断手法
③各種 IoTセキュリティガイドに適応し、IoT機器に求められるセキュリティレベルを確保　提供価格：平均サービ
ス価格として100万円（税抜）より　
（URL:�https://www.lac.co.jp/news/2018/05/31_press_01.html�）

ラックが「ＩｏＴセキュリティ診断サービス」を提供開始
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キヤノンマーケティングジャパン㈱は、タブレット端末のカメラを活用し、業務効率化を支援する “Mobile�
Capture（モバイルキャプチャー）ソリューション ”を 2018年 6月 1日より提供開始した。本ソリューションは、キ
ヤノンMJ独自のアプリケーションで、タブレット端末のカメラで撮影した画像データをキヤノンのカメラ制御や画
像エンジンを活用して補正し、視認性の高いOCRデータとして取り込むことが可能である。タブレット端末の操作
に不慣れな職員でも、わかりやすいナビゲーションにより簡単に操作でき、お客さま先でもすぐに書類をデータ化で
きる。お客さまの業務や要望にあわせて業務システムや基幹システムと連携させることも可能で、提案から手続きま
でのワークフローを自動化し時間短縮することで、業務の効率化とお客様の CS 向上を実現する。�価格（税別・別
途保守費用）：1,000万円～　お問い合わせ先：キヤノンマーケティングジャパン㈱　ドキュメントソリューション企
画課　TEL:03-6719-9524
（URL:�http://cweb.canon.jp/newsrelease/2018-05/pr-moblile-capture.html�）

キヤノンマーケティングジャパンがワークフローをペーパーレス化する「Ｍｏｂｉｌｅ Ｃａｐｔｕｒｅソリューショ
ン」を提供開始

㈱バンダイの子会社である㈱シー・シー・ピーは、スマートフォンやタブレッ
トで入力した“プログラミング”通りに自動飛行させることができるカメラ付き
超小型トイドローン、ラジオコントール「プログラミングテトラル」を2018年
5月 25日より販売開始した。本商品は、コントローラーを使って自由自在な空
中飛行を楽しめるのはもちろん、スマートフォンを使用した、「ビジュアルプロ
グラミングモード」、「なぞってプログラミング機能」の2つのプログラミング
飛行機能も楽しめる。コントローラーにスマートフォンをセットし、レバー操
縦なしで“プログラミング”した通りに飛ばすことができ、親子や友だち同士で
の日常生活の遊びの中で、初歩的なプログラミングを体験できる。また、本体に搭載した気圧センサーと、トイドロー
ンでは初めてとなる光学補正機能が、高度調整だけでなく横ブレの補正を自動で行うため、飛行の安定度が高く初心者
でも簡単に操作をすることができる。価格（税別）：13,500円　お問い合わせ先：公式HP　http://ccp-jp.com/toy/　
（URL:�http://bandai-a.akamaihd.net/corp/press/100000681593394.pdf�）

シー・ピー・シーがラジオコントロール「プログラミングテトラル」を販売開始

コントローラー／本体

富士通㈱は、IoTを活用したオフィス空間のデジタル化によりお客様の働き方改革の取り組みを支援する「FUJITSU�
Workplace�Innovation在席状況分析活用サービス」と「FUJITSU�Workplace�Innovationペーパーレス会議システム」
の 2 つのサービスを 2018 年 5 月 11 日より販売開始した。「在席状況分析活用サービス」は、サテライトオフィスな
どの各席に設置した環境センサーや人検知センサーによるセンシングデータをリアルタイムに収集・分析し、利用
状況を可視化する。利用者は、空席情報や使用席の滞在時間をWEBアプリケーションで事前に確認できるため、空
席を探す手間と時間を削減することができる。　「ペーパーレス会議システム」は、会議の主催者がクラウド上や企
業内のファイルサーバに格納した会議資料を、会議室内のネットワークにあるアクセスポイント内蔵のエッジコン
ピュータへ展開し、充電機能を備えたキャビネットに収納された電子ペーパー端末に配信する。会議終了後は、各自
が書き込みをした資料データをエッジコンピュータへ回収しクラウド上や企業内のファイルサーバへ保管する。　価
格：個別見積もり　お問い合わせ先：富士通㈱ IoTソリューション　TEL:050-3116-7791
（URL:�http://pr.fujitsu.com/jp/news/2018/05/11-1.html�）

富士通が働き方改革を加速するスマートデジタルオフィスサービスを販売開始

NTTアドバンステクノロジ㈱は、監視カメラソリューションのラインナップにSIM対応 IRバレット型ネットワー
クカメラ「ATN-B921」を追加し、2018年 5月 15日から販売開始した。本製品
は、4G／ 3Gの携帯電話回線に対応した通信モジュールを内蔵することで、従
来の監視カメラが必要としたLANケーブルもしくは同軸ケーブルの配線を不
要とし、いつでもどこからでもスマートフォンやパソコンからリアルタイムに、
または録画された映像を視聴することができる。最大フルハイビジョン（1,920
× 1,080）の高画質での撮影や、EXIR（赤外線）機能により夜間でも撮影が可能、
さらにIP66等級の防水・防塵規格に適応するなど、さまざまな環境下で使用で
きる。価格：オープン価格　お問い合わせ先：NTTアドバンステクノロジ㈱　
HP入力フォーム　
（URL:�http://www.ntt-at.co.jp/news/2018/detail/release180515.html�）

NTTアドバンステクノロジが SIM対応 IRバレット型ネットワークカメラ製品の販売開始

ATN-B921
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特集

第64回定時総会模様
一般社団法人情報通信設備協会（本部）の第 64 回

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

総会の冒頭、司会者の吉本幸男理事（関西地方本
部）から、一般社団法人情報通信設備協会定款 17 条
第 1 項の規定により総会の定足数は正会員の過半数
を必要としているが、本日の出席者数は委任状提出
者を含めて 425 名であるので、本総会は成立する旨
報告があり、山本�健理事（四国地方本部）の開会挨拶、
大木一夫会長の挨拶に続いて、定款 15 条の規定によ
り、大輪堅一理事長が議長となって、次のとおり各
議案を審議しました。

議事の経過概要及び議案別の審議結果
（1）議事録署名人の選出について

　議案の審議に先立ち、定款 19 条第 2 項の規定に
より、本総会議事録は議長のほか議事録署名人 2
名を選出することになっているため議長が議場に
諮ったところ、議長に一任されて吉本幸男理事（関
西地方本部会員）と江角�優理事（中国地方本部会員）
を指名した。

（2）「第 1 号議案　平成 29 年度事業報告」、「第 2 号
議案（1）平成 29 年度決算報告」、「第 2 号議案（2）
平成 29 年度監査報告書」について
　上記議案はそれぞれ関連するため、一括して山
内専務理事が議案書に基づき詳細に説明した後、
平塚富美男監事が監査結果報告を行った後、議長

議事を進める
大輪理事長

司会の吉本理事

山本理事の開会挨拶

大木会長の挨拶
平塚監事の
監査結果報告

議案の説明をする
山内専務理事
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が議場に諮った結果、異議なく承認された。

（3）「第 3 号議案　平成 30 年度事業計画」、「第 4 号
議案　平成 30 年度収支予算計画」について
　上記議案はそれぞれ関連するため、一括して山
内専務理事が議案書に基づき詳細に説明した後、
議長が議場に諮った結果、異議なく承認された。

（4）「第 5 号議案　役員の選任」について
　上記議案について、山内専務理事が議案書に基
づき、平成 30 年 5 月 23 日開催の平成 30 年度第 1
回理事会で選任された、理事 18 名、監事 3 名、補
欠理事 7 名を選任したい旨を説明した後、議長が
議場に諮った結果、全員異議なく承認された。
なお、選任された理事、監事、補欠理事は全員就
任を承諾した。
　以上をもって、第 64 回定時総会の議事すべてを
終了したので、議長が閉会を告げた。

（5）会長表彰及び感謝状贈呈
　議案審議終了後、別室において平成 30 年度第 2
回理事会を開催し、第 64 回定時総会において理事
18 名が選任されたことに伴い、定款 21 条の規定
により会長、理事長、副理事長、専務理事を決め、
議場に報告した。
　また、10 年以上役員として協会業務の円滑な運
営に尽力している、長谷川浩正氏（関東地方本部）、
木村清高氏（関東地方本部）を会長表彰するとと
もに、この度理事を退任した大木一夫氏（前会長）、
山本�健氏（四国地方本部長）、宮川欣丈氏（関東地
方本部幹事）、平塚富美男氏（東北地方本部監事）
の 4 名に、これまでの協会活動の功績に対して会
長から感謝状を贈呈した。

　最後に阿部准定理事（九州地方本部長）が閉会
の挨拶を行い、第64回定時総会をすべて終了した。

総会模様

議事を進める
大輪理事長

協会役職 氏名 所属組織 勤務先
○ 会��長 坪内　和人 本部 （一社）情報通信設

備協会
理事長 大輪　堅一 本部 富士ネットシステム

ズ株式会社
副理事長 栩谷　晴雄 関西地方本部 大和電設工業株式会社
副理事長 井上　新一 東海地方本部 第一電話設備株式会社
専務理事 山内　　明 本部 （一社）情報通信設

備協会
理�事 今井　秀昭 関東地方本部 東邦通信工業株式会

社
理�事 長谷川�浩正 関東地方本部 日興テクノス株式会社
理�事 松山　　仁 関東地方本部 日本通信設備株式会

社
理�事 髙瀬　幸雄 関東地方本部 埼玉アンテナシステ

ム株式会社
理�事 樋口　正仁 信越地方本部 双峰通信工業株式会

社
理�事 藤田　義明 東海地方本部 株式会社 TTK
理�事 嶋田　泰嗣 北陸地方本部 株式会社ほくつう
理�事 吉本　幸男 関西地方本部 エフビットコミュニ

ケーションズ株式会社
理�事 江角　　優 中国地方本部 株式会社ソルコム

○ 理�事 浜田　展吉 四国地方本部 新進電気販売株式会
社

理�事 阿部　准定 九州地方本部 株式会社キューオキ
理�事 竹内　　聰 東北地方本部 東日本通信機器株式

会社
理�事 渡辺　敏郎 北海道地方本部 北第百通信電気株式

会社
監�事 平野　　毅 本部 平野公認会計士事務所

○ 監�事 久野　武男 関東地方本部 協立情報通信株式会
社

○ 監�事 千田　和子 北海道地方本部 明協通信機株式会社

■平成 30 年度本部役員

坪内会長の
新役員代表挨拶

阿部理事の閉会挨拶

平塚監事の
監査結果報告

議案の説明をする
山内専務理事

○印は新任
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第６4回定時総会懇親パーティー模様
　情報通信設備協会の定時総会懇親パーティーは、第 64
回定時総会終了後の 6 月 20 日（水）午後 5 時 30 分から、
東京都港区芝公園のメルパルク東京において開催し、会
員の皆様をはじめとして、日頃ご指導ご鞭撻をいただい
ております衆議院議員�左藤�章様、総務省総合通信基盤局
長　渡辺克也様、関連団体、通信事業者、メーカー、賛
助会員の方々など、多数のご来賓の皆様にご出席いただ
き、盛大に開催しました。
　坪内会長の挨拶に続いて、ご来賓を代表して衆議院議
員�左藤�章様と総務省総合通信基盤局長　渡辺克也様、日
本電信電話株式会社�代表取締役副社長�篠原弘道様にご
挨拶をいただき、（一社）情報通信エンジニアリング協会
会長�伊東則昭様の乾杯のご発声を合図に、賑やかに懇親
パーティーがスタートしました。

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

進行次第　司会　　　理事� 　今井　秀昭　
　　　　　協会挨拶　会長� 坪内　和人　
　　　　　来賓挨拶　衆議院議員� 　左藤　　章��様
　　　　　　　　　　総務省� 　��総合通信基盤局長
　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　克也��様
　　　　　　　　　　日本電信電話株式会社　代表取締役副社長
　　　　　　　　　　　　　　　　篠原　弘道��様
　　　　　乾杯� ��　（一社）情報通信エンジニアリング協会�
　　　　　　　　　　会長　　　　伊東　則昭��様
　　　　　中締め　　理事長　　　大輪　堅一　
　　　　

（1）情報通信設備協会　会長　坪内 和人　ご挨拶
先程の第64回定時総会におきまして会長に就任いたし

ました坪内です。宜しくお願い致します。
また、本日は大変ご多忙の中、衆議院議員左藤章議員、

それから総務省総合通信基盤局長渡辺克也様、日本電信
電話株式会社代表取締役篠原弘道副社長、それから情報
通信エンジニアリング協会伊東則昭会長を始めといたし
まして、総務省古市電気通信事業部長、東日本電信電話
株式会社山村社長、それから NTT コミュニケーション
ズ庄司社長ほか多くの賛助会員、関係団体の皆様にご臨
席を賜りましたこと、高い席からではありますが、御礼

を申し上げます。
　私、長年 NTT グループの中で電気通信事業に携わっ
てまいりましたが、どちらかと言えば総務系、経理・財
務系の経歴が長く、こちらに参ります前は、約 3 年間マ
ルチメディア振興センターの理事長として、ICT の安心
安全な活用に向けた活動を行って参りました。設備関連
の皆様、端末関連の皆様との接点があまり多くなかった
こともあり、この場をお借りして少々自己紹介をさせて
頂きます。

私は、昭和51年に当時の電電公社に入社いたしました。
生れが昭和 27 年ですのでこの協会と “ ほぼ同じ ” 歳まわ
りということになります。電電公社に入社後、あちこち
異動しましたが、その中で一番印象に残っている任地は、
平成12年から約 4年間勤めました北陸の金沢です。丁度、
NTTが分割された後に西日本の金沢支店長、途中から組
織が変わりまして、北陸地域の統括という仕事をして参
りました。十数年前の話です。時代でいきますと、携帯
では 3G、W-CDMA ですね。FOMA という名前でドコモ
がサービスを開始した時です。それから固定系でいいま
すと丁度、光回線の普及促進のステージだったと思いま
す。特に光回線の工事では、当時の北陸地域の工事担当
者様のご協力を頂きまして首都圏並みのスピードで工事
を進めたという記憶があります。確か東名阪に比べて 1
年から 1年半遅れてサービス導入いたしましたけれども、
当時の工事担当の方、努力はいかばかりのものであった
のかと今でも感謝と共に思い出す次第です。その後、ド
コモに移りまして財務部長、代表取締役副社長と務めて
参りました。設備投資の裏方として、財務面から電気通
信を支えるという仕事をして来た者です。

ご承知の通り、その後の電気通信の ICT の技術という
のはもう目を見張るほどの変化であります。先程申し上
げた、光加入者の B フレッツの時代から、今はもうネク
ストの世代、それから携帯電話に関して言えば3Gどころ
か、5G がもうすぐ目の前に来ている時代になっておりま
す。さらに、IoT、ビッグデータ、クラウドそして AI と
いうものが、既に我々の生活のサービスの一つのパーツ
として、具体的な形で組み入れられてきております。こ
れは取りも直さず、これらの新サービスに対する設備の
構築ですとか、或いはサービスメンテナンスの技術を提
供する事が協会の大きなミッションになることを意味す
ると考えます。また、前会長の大木様が掲げてこられま
した施策の一つにアライアンスの強化というものがあり
ます。これは革新的な技術を取り込んで新しいサービス
を展開する為に、通信事業者様、或いは SI 事業者様と
幅広いコラボレーションを通じて、新たな協業モデルを
作ろうとする試みと私は理解しております。私もこれを
更に拡大し推進していくことで、当協会が日本の ICT を
支える一翼として発展できるよう微力ながら力を尽くす
つもりです。技術革新の動きは速く、競争は益々厳しい
ものがあります。会員各社の皆様のお力添えを得ながら、
また来賓の皆様のご支援ご協力を賜りながらチャレンジ
して参りたいと思っております。

最後になりますが、お集まりの皆様の日頃のご支援に

懇親会模様
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感謝し、皆様方のご健勝を祈念いたしまして、私のご挨
拶といたします。どうもありがとうございました。

（2）総務省　総合通信基盤局長　渡辺 克也 様
　ご来賓挨拶

総務省総合通信基盤局長の渡辺でございます。
本日は、一般社団法人情報通信設備協会の定時総会懇

親パーティーにお招きいただき、ありがとうございます。
まずは、一昨日の朝に発生した大阪北部地震でお亡く

なりになられた方々のご冥福を心からお祈りするととも
に、被害に遭われたすべての方々にお見舞い申し上げた
いと思います。

また、お集まりの皆様におかれましては、平素より、
情報通信行政に対するご理解・ご協力を賜り、厚く御礼
申し上げます。

坪内会長はじめ、顧問の左藤先生、また、協会の皆様
におかれましては、長年にわたり、今日の ICT の発展を
支えてこられたことに対し、敬意を表するとともに、深
く感謝申し上げます。

言うまでもなく、ICT は、全ての国民生活や社会・経
済活動に不可欠な基盤でありまして、災害時においても
早期復旧を図ることによって通信を確保することが重要
です。

一昨日の地震においては、携帯電話の基地局が 3 社合
計で　最大45 局が停波し、固定電話については最大1万
5 千回線が通信不能となりましたが、関係機関のご尽力
により、迅速にご対応頂きましたこと、感謝申し上げます。

総務省としては、今後とも、皆様のお力添えをいただ
きながら、ICT サービスをいつでも安定的に利用してい
ただけるように、ネットワークインフラの安全・信頼性
の確保に取り組んで参ります。

また同時に、経済の活性化や豊かな国民生活を実現す
るため、本格的な IoT 時代の到来に向けてネットワーク
インフラの一層の高度化等の対応も急務となっています。

特に、東京オリンピック・パラリンピックが開催され
る 2020 年には、将来の IoT サービスの基盤となる 5G を
実用化するため、現在、様々な業界の方々と連携して、
実証実験や制度整備等の取り組みを進めております。

また、本年 1 月からは「ICT インフラ地域展開戦略検
討会」を開催し、人口構造の変化や ICT 利活用の高度化
等を踏まえ、5G や光ファイバ等のネットワークインフラ
の地方を含めた整備、利活用を促進するための戦略を検
討しています。

さらに、我が国の基幹的な通信インフラである NTT
の固定電話網についても、中継交換機等が維持限界を迎
えることから、2025年 1月までに IP網に移行する取り組

みが進められるなど、我が国のネットワークインフラは
大きな変革期の中にあると認識しています。

このようなネットワークの進展に合わせて、今後、IoT
サービスが急速に普及・拡大していくことが期待されて
おり、これまでの企業ネットワーク等も、高度で多様な
IoT ネットワークへと発展していく動きが活発化してい
くと想定されます。

お集まりの皆様におかれましては、冒頭申し上げまし
たように、ネットワーク設備の構築や整備を通じて、今
日の ICT の発展を支えてきていただいたわけであります
が、今後も、5G の実用化や IoT サービスの発展のため、
更にギアを上げていただき、ますますのご活躍をお願い
したいと考えております。

総務省としましても、皆様のお力添えをいただきなが
ら、将来にわたり、利用者がいつでも安心して、そして
安定的に最先端の ICT サービスを利用できるネットワー
ク環境の確保に取り組んでまいります。

本日お集まりの皆様方におかれましては、2020 年に向
けて、高度化・多様化する利用者ニーズに対応し、新た
なビジネス到来の波に乗っていただき、ICT サービスの
発展をさらに強力に支えていただくことを期待しており
ます。

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

ご来賓の渡辺 総務省総合通信基
盤局長

ご来賓の左藤 衆議院議員

ご来賓の日本電信電話株式会社
篠原副社長

情報通信エンジニアリング協会 
伊東会長の乾杯のご発声

坪内会長の挨拶

大輪理事長の中締め
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ミッションクリティカルな用途に使えるモバイル
ネットワーク｡ その “ 究極のかたち ” が、5G の要
件 の 1 つ で あ る ｢URLLC｣ だ。Ultra-Reliable�and�
Low�Latency�Communications の略で、超高信頼かつ
低遅延な無線通信を実現するものだ。
　5G にはこの URLLC に加えて、超高速大容量
の ｢eMBB（enhanced�Mobile�Broadband）｣、 大
量 端 末 接 続 の ｢mMTC（massive�Machine�Type�
Communications）｣ の 3 つの要件がある。標準化は
eMBB が先行しており、商用化もまずは高速大容量
サービスから開始される。

だが、モバイルネットワークの利用の裾野を拡げ
るという 5G の本来の目的からすれば、URLLC こそ
が ｢5G の目玉｣ と言える。高速大容量通信とは異な
る新たなユースケースの開拓につながるからだ｡ モ
バイルネットワークの弱点であった信頼性と応答時
間が劇的に改善すれば、活用の幅はグッと広がる。

■ ｢コア網内で完結｣ で真価

5G�URLLC で実際にどんなことができるのか｡ そ
の前に改めてURLLCとは何かを確認しよう。
　標準化団体の3GPPおよび ITU-Rは、URLLCの条
件を ｢32 バイト以上のパケットデータ量の 99.999％
以上の送信成功率｣ と ｢無線区間 1 ミリ秒（ms）以
下の遅延｣ を同時に満たすことと定めている。�2017
年 11 月に URLLC の屋外実証実験を世界で初めて成
功させたNTTドコモとファーウェイによれば、LTE
で 5Gと同等の送信成功率を達成するには、無線区間
で5ms以上の遅延時間を要するという。5G ではそれ
が5分の 1以下に短縮できるわけだ。
　ただし、この ｢1ms｣ はあくまで無線区間の遅延で
あり、アプリケーション全体の設計においてはモバ
イルバックホール（有線区間）の伝送遅延やインター

ネットの遅延、アプリケーションサーバーの処理遅
延等の影響のほうがはるかに大きい｡ 信頼性の観点
でも同様に無線伝送以外の影響を考慮する必要があ
る。
　そのため、URLLC の特性を活かすにはデバイスに
近い場所、例えば無線基地局の背後やコアネットワー
ク内にアプリケーション処理系を置いて、短い経路
で応答する ｢エッジコンピューティング｣ を組み合
わせることが不可欠だ。コア側の仕組みも合わせて
エンドツーエンドの遅延を短縮し、信頼性を高める
のである。
　遅延や信頼性のコントロールが不可能なインター
ネットとクラウドは使わず、アプリ処理までコア網
内で完結させることが、URLLCの大前提となる。

■人間の応答速度を凌駕

　この URLLC とエッジコンピューティングのポテ
ンシャルを示す興味深い実験がある｡ エリクソンと
ベライゾンが行った ｢ブラックアウト｣ テストだ（写
真１）。
　クルマの窓をすべて覆い、ドライバーが車載カメ
ラの映像を VR グラスで見ながら運転するというも
ので、カメラの映像は 5G 通信でサーキット内のエッ
ジサーバーに送られ、VR 映像化の処理を行った後
にドライバーの VR グラスに返される。この実験は
28GHz 帯を用いて行われ、映像データの伝送速度は
約6Gbps、遅延はビデオのコーディング／デコーディ
ングを含めて往復で50ms程度という。
　高精細映像の処理で数十 ms の遅延が発生する
が、計50msの応答速度は、運転に支障のないレベル
だ｡ 人間の反応速度は一般的に 0.2 ～ 0.3 秒（200 ～
300ms）と言われており、遠隔運転やドローンの制御
では通常、エンドツーエンドの遅延が50msに収まる

業界特集

ミッションクリティカルな領域でモバイルネットワークを活用したい―｡ この声に応えるのが「5G URLLC」
だ。 LTEや Wi-Fiなど従来の無線通信とは一線を画す性能と品質により、何が可能になるのか。

文◎坪田　弘樹（テレコミュニケーション）

５Ｇの最大の目玉「URLLC」とは
デジタル変革の起爆剤に
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ことが要件とされる。
　このテストではドライバーが乗り込んで運転して
いるが、ハンドル ･ ブレーキ操作の制御情報も送信
することで、別の場所から遠隔運転を行うことも可
能になる。実際、エリクソンはトラック･バスメーカー
のスカニア（スウェーデン）と共同でバスの遠隔運
転実験にも成功している。

■ ｢遠隔操作｣ は最有力候補

　このような高精細映像を用いた “ 遠隔操作 ” は、
URLLCのユースケースの最有力候補だ。
　遠隔運転が実用化すれば、ドライバーは実際に移
動することなく各地の車両をリモートで運行できる。
人手不足の解消、運送会社やバス会社の収益改善に

つながる。
　また、遠隔運転と同様に有望視されているものに
トラックの隊列走行がある｡ 有人運転の先頭車両と
無人走行する後続車両を無線通信によって連結し、
隊列を組んだまま走行させるものだ。この“無線連結”
にも当然、高信頼かつ低遅延な通信サービスが不可
欠だ。
　隊列走行は、前述のスカニアとエリクソンのほか、
国内でもソフトバンクとファーウェイが5Gを使った

写真１　エリクソンとベライゾンが、米国インディアナポリスの
Indy500レース場で行ったブラックアウトテスト（写真提供：エ
リクソン・ジャパン）。この様子は YouTubeでも配信されてい
る

図表　代表的な5Gユースケース例

写真２　低遅延性を生かした大型建設機械の遠隔操作（写真提
供 :NTTドコモ）
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トライアルを行っている。1人で運行できる車両数が
増えるうえ、後続車両の空気抵抗が減ることから燃
費も向上。さらに車間距離を詰められるため渋滞の
解消にもつながるなど、様々な効果が期待されている。
　遠隔操作に話を戻すと、建設機械やロボットでも
ニーズが盛り上がっている。NTTドコモは、2017年
からコマツと共同で建設機械のリモート操作実験を
続けている。NTT ドコモの先進技術研究所で 5G 推
進室 ･ 室長を務める中村武宏氏は、「URLLC ヘの期
待は非常に高い」と話す。
　今年 1 月には、東京都内のドコモ本社と神奈川県
平塚市にあるコマツの試験場を結んで遠隔操作を実
施｡ 写真２のように2Kサイズ×5枚の映像で現場の
様子を見ながら建設機械を操作した。「建機の遠隔操
作には高精細映像を送る高速大容量と、制御のため
の低遅延の両方が必要｡ eMBB と URLLC を組み合
わせることでユースケースが広がる」と中村氏は話す。

■製造業、電力業界も注目

　ドコモは新日鉄住金ソリューションズと、ロボッ
トを使った遠隔作業支援システムの開発も進めてい
る。ロボットに搭載したカメラ映像をヘッドマウン
トディスプレイで見ながら操作するもので、これも
eMBB と URLLC の組み合わせだ｡ 工場や製鉄所内
の劣悪な環境で、ロボットを操作して作業を行うこ
とを想定しているという。（写真３）

　工場内での活用では、既存の製造機械を進化させ
るためにURLLCを使おうとする動きもある。

イタリアの COMAU はエリクソンと共同で、複数
の製造ロボットを協調動作させるのにURLLCを活か
そうとしている｡ 複数台のロボットが連動して作業
を進める際にそれらを 1 つのエッジサーバーから制
御し協調動作させることで作業効率を高めるのが狙
いだ。
　COMAU はすでに LTE を使ってこの協調制御を
行っているが、エリクソン ･ジャパンでCTOを務め
る藤岡雅宣氏によれば ｢LTE で 30ms 程度だった遅
延が 5G で数 ms に縮まれば、格段に効率が高まると
いうのがCOMAU社の見解｡ 期待は高い｣ という。
　このほかにもURLLCの活用が期待される分野は多
い。
　エネルギー分野では、電力系統に発生した事故 ･
障害を迅速に検出し、電源設備などの損傷を軽減す
る電力系統保護･制御システム（テレプロテクション）
に使おうとする動きがあるほか、金融業界のトレー
ディング、災害対策、遠隔医療･診断など様々なユー
スケースが検討されている。
　URLLC は、多様な業界においてデジタル変革を後
押しする起爆剤となる可能性があるのだ。

（出典：テレコミュニケーション�May�2018）

NTTドコモ
先進技術研究所
5G推進室　室長
主席研究員
中村武宏氏

エリクソン・ジャパン
CTO 藤岡雅宣氏

写 真3　 バ ル セ ロ ナ で 開 催 さ れ た「MWC 
2018」で NTTドコモが展示した人型ロボッ
トの遠隔操作システム（写真提供:NTTドコモ）
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新製品・新サービス

ＮＴＴテクノクロスが遠隔会議用マイク・スピーカー
「Ｒ－Ｔａｌｋ」シリーズの新モデルを発売

NTTテクノクロス株式会社は、遠隔会議用マイク・スピーカー R-Talkシリーズの新モデル「R-Talk 900」
「R-Talk 950」を2018年4月20日より販売開始しました。

遠隔会議用マイク・スピーカー R-Talk シリーズは
NTT が長年培った音声・音響処理技術を活用した製品
で、高品質な音声会議を実現してきました。新モデルの
R-Talk�900／ R-Talk�950は従来製品に採用していた音声・
音響処理技術に加え、新たにダブルトーク状態 *1 におい
ても安定した通話品質と、エコーキャンセル性能 *2 の
向上を実現する技術を取り入れることで、参加者全員が
同じ場所で会議を行っているようなリアルでストレスフ
リーな音声会議を実現します。

■ R-Talk900/R-Talk950 の特長
R-Talk�900は、パソコンにUSBで接続するだけでWeb

会議における快適な音声通話を実現する、Web 会議向け
マイク・スピーカーです。

R-Talk�950 は、R-Talk�900 の機能に加え、固定電話・
携帯電話・PHS やスマートフォン・タブレット・パソコ
ンと接続することで様々なシーンでご利用いただけるマ
イク・スピーカーです。

（1）同じ場所にいるようなリアルな会話を実現する音声・
音響処理技術を新たに搭載
エコーや周囲雑音を除去し、話者の音声を明確に相手

に伝える「エコー除去インテリジェントマイク技術」と、
ダブルトーク状態でもお互いの声のつぶれや途切れなど
による聞き取りづらさを解消し、同じ場所で会議してい
るかのようなリアルな音声通話を可能とする「ダブルトー
クロバストエコーキャンセラ技術」を新たに搭載いたし
ました。

（2）高い接続性
R-Talk シリーズが誇る接続の多様性は新モデルでも変

わりません。R-Talk�900／ R-Talk�950の両モデルはUSB
端子とオーディオ端子を搭載し、パソコンや携帯電話、
スマートフォンなどと USB ケーブルや専用オーディオ

ケーブル（オプション）で接続できます。
R-Talk�950は、Bluetooth4.1 と固定電話機接続にも対応

しています。固定電話にはハンドセットの代わりに接続
してご利用いただけます。回線種別（アナログ／デジタ
ル／ IP）は問いません。

（3）軽量でコンパクトな新筐体
A5 サイズよりも小さく、約 400g と軽量のため持ち運

びが簡単です。ビジネスバックの中でも場所をとりません。

■希望小売価格（税別）
R-Talk�900：50,000円
R-Talk�950：88,000円

■用語解説・注釈
*1：ダブルトーク状態
遠隔会議中によく発生する、複数拠点の同時発話によ
り回線経由で発話が重なる状態。
*2：エコーキャンセル性能
スピーカーから出力された声をマイクが集音すること
で、音が重なって聞こえるエコー状態や、エコー状態
により振幅の大きな電気信号が発生するハウリング状
態の発生を防ぐ。
*「R-Talk」はNTTテクノクロス株式会社の登録商標です。
*�記載されている商品名・会社名などの固有名詞は一般に該
当する会社もしくは組織の商標または登録商標です。

■お問い合わせ先
NTTテクノクロス株式会社
メディアイノベーション事業部
R-Talk担当
TEL：045-212-7552
E-Mail：r-talk@cs.ntt-tx.co.jp

R-Talk 900　 R-Talk 950利用イメージ
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INFORMATION

アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大嶋章禎、以下：ATKK）、一般社団法人情
報通信設備協会（本部：東京都中央区、会長：坪内和人、以下：ITCA）は、両者の持つ強みを活かし、平成29年
より協業の取組みを進めて来ました。
具体的には ATKKが、全国各支社・ 営業所のユーザーからの LAN工事等の依頼・ 相談情報及び工事受注案件
を該当地域の ITCAの会員（ATKK資格認定会員：施工パートナー）へ紹介・発注することにより、ユーザーの
多種多様なニーズにスピーディーに対応し、会員のビジネスチャンスの拡大、会員の拡大、入会メリットの実感、
魅力ある協会組織を目指して来ました。
4月末までに17社が ATKKの施工パートナーとして認定を受け、3件の工事受注を受け取組みを継続してい
るところです。
今年度は上記の取組みを生かした、更なる協業について検討を重ねた結果、ITCA会員が ATKKの販売パート
ナープログラム（以下：PP）に入会し、ユーザーからアライドテレシス製品の受注をした場合、指定の卸会社

（ディストリビューター：ITCA会員会社）に発注・ 納品すると、ATKKから製品個々の販売額に応じたインセ
ンティブ（キャッシュバック）が得られ、ATKK資格認定会員： 施工パートナーへ登録済の場合、アライドテレ
シスアカデミー社の CAP資格取得の場合には、それぞれ更にインセンティブ（キャッシュバック）が加算され
るスキームです。アライドテレシス製品販売インセンティブキャンペーンとして7月～12月までの取組みとし
てスタートします。（別紙1参照）

アライドテレシス株式会社との更なる協業について
～アライドテレシス製品販売インセンティブキャンペーン～

■ ATKK
ATKKは、1987年�3月日本においてシステム・プ

ラス株式会社として設立、LAN 製品の開発、販売
を開始。9 月アライドテレシス株式会社に社名変更。
2004 年�7 月持株会社制移行に伴いアライドテレシス
株式会社をアライドテレシスホールディングス株式
会社に社名変更。新会社、アライドテレシス株式会
社として設立、IT ソリューション、ネットワーク機
器の企画、販売、施工、保守、運用サービス事業を
行う企業です。

■ ITCA
ITCAは、昭和28年 12月郵政大臣の許可を得て「社

団法人全国 PBX 設備協会」として発足し、情報通信
設備トータルネットワークの提供、ICT とソリュー
ションサービスの提供を目指し、NTT を始めとした
キャリアや通信機器メーカー等と連携し、ICT 時代
をリードして事業活動を積極的に展開しています。

■スキーム参加条件等
　この度の協業スキームに参加いただく条件につい
ては、

① ITCA会員であること。
② ATKK の販売パートナープログラムに入会する

こと。
③ ATKK 製品の発注は指定の卸会社（ディストリ

ビューター：ITCA会員会社【石渡電気、サンテレホン、
ダイコー通産、髙文、平野通信機材】）とすること。

④インセンティブ（キャッシュバック）の更なる
上積みを希望する場合は、ATKK 資格認定会員：施
工パートナーの認定会員登録及び CAP 資格を取得す
ることが必要となります。

⑤ ATKK からのインセンティブ（キャッシュバッ
ク）については、会社単位での実績となります。（支社・
営業所単位での実績確認が出来かねるため）

7 月から 12 月までのキャンペーン期間としてス
タートします。

キャンペーン後の扱いについては別途検討するこ
ととします。

なお申込には、以下の所定の書類提出が必要とな
ります。
■お申込み方法　

この更なる協業スキームに参加を希望される会員
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は、PP 申込書等（別紙４，５）を記入の上、原本を
本部事務局へ郵送でお願いいたします。（別紙２参照）
事務局にて、書類を確認後、ATKKへ送付します。
　既に ATKK の販売パートナープログラムに入会済
の会員については、上記の申込書等の送付は必要あ
りません。書類上で、不明な点がありましたら、下
記の担当者までご連絡下さい。
　　　
■その他
　尚、上記のキャッシュバックの上積みを検討され
る会員については、ATKK 資格認定会員：施工パー
トナーの認定が必要になります。詳しくはITCAホー
ムページ【新着情報　2017/9/7　アライドテレシス
㈱との協業について（改定版）】をご覧いただき、必
要な申込手続きをお願いします。

また、CAP資格取得については、同じく ITCAホー
ムページより下記のアイコン【アライドテレシス :AT
アカデミー主催研修】右上段より申込いただきます
ようお願いします。受講料については、会員特別価
格で受講できます。（別紙３参照）

■問い合せ先
【アライドテレシス株式会社】

パートナープログラム事務局　担当　田中、土屋
TEL：0120-860-985�　
Email：associate@allied-telesis.co.jp

　　　
【（一社）情報通信設備協会】

本部事務局　担当　齊藤、花園　　
TEL：03-5543-2250

　
《CAP 資格取得に関しては》　
【アライドテレシスアカデミー株式会社】

ATアカデミー事務局　担当　秋山、二瓶
TEL：03-5437-6066�　
Email：seminar@at-academy.co.jp

ITCAvol46本文.indd   19 2018/07/11   17:24



20

ITCAvol46本文.indd   20 2018/07/11   17:24



21

ITCAvol46本文.indd   21 2018/07/11   17:24



22

アライドテレシス株式会社

代表取締役　長尾 利彦　　殿

１．

① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑥ 暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
⑦ その他前各号に準ずる者

２．

　 ①　反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
　 ②　反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係

　 ④　反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係

　

３．

①　暴力的な要求行為
②　法的な責任を超えた不当な要求行為
③　取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④　風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為
⑤　その他前各号に準する行為

４．

年　　　　月　　　　日

代 表 者 氏 名

当社は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者（以下、「反社会
的勢力等」という。）と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約いたします。

③　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を
　　 利用している関係

⑤　その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき
　　 関係

当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約いたします。

当社は、これらの各項のいずれかに反したと認められることが判明した場合及び、この表明・確約が虚偽の
申告であることが判明した場合は、催告なしでこの取引きが停止され又は解約されても一切異議を申し立て
ず、また賠償ないし補償を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、一切当社の責任とすることを
表明、確約いたします。

住 所

別紙　５

暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書

当社は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約いたします。

会 社 名

丸印	
(代表者印)	
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【利益還元】
・四半期の弊社製品(各種サービスを含む)購入目標を設定し、達成時に利益還元致します。
・スイッチ、ルーター、無線LANの一部製品をご購入頂いた場合、目標金額を達成しない

場合でも製品の購入実績に基づき、該当製品購入額の3％～11%を利益還元致します。
【技術支援】

・パートナー様特設窓口によるネットワーク構築支援サービスの提供
・SE訪問による構築支援サービスの提供

【各種サービスの特別価格提供】
・有償ハンズオントレーニングの特別価格対応
・貴社社内及び貴社のお客様向け製品トレーニング・ネットワーク研修等の対応

ITCA会員様向け
アライドテレシスパートナー プログラム 加入のご案内

アライドテレシス株式会社

■販売支援メニュー

アライドテレシスパートナープログラム事務局

アライドテレシス株式会社 パートナープログラム事務局 担当：田中/土屋

ＴＥＬ：0120-860-985

本プログラムに関する
ご質問やご相談は

この度、ITCA会員様向けでアライドテレシスパートナープログラムの特別プログラムを実施させていただくことになりました。

パートナープログラムに加入いただきますと、加入特典として特設窓口にてご購入前のご相談をすることが可能です。
また、技術支援による案件のご協力や、ご購入の実績に応じて利益(リベート)の還元なども実施いたします。

今回、ITCA会員様へ12月末までの期間限定スペシャル特典として、「ITCA会員のディストリビューター様」よりご購入される場合に、
利益還元額がプラスαになるプログラムをご用意いたしました。ITCAとの協業プログラムである『施工パートナー』の認定やCAP
認定などの条件を満たすと、更に還元額がプラスα となります。
ITCAに加盟されている会員様への特別プログラムとなりますので、この機会にぜひともご加入ください。

１．アライドテレシスパートナープログラムへのご加入は、ITCA経由で弊社に対し加入申込書で行います。
２．ITCA会員向け期間限定特典期間が終了しても、継続してパートナープログラムへ加入戴けます。
３．利益還元の購入額は貴社がディストリビューター様から直接購入された金額(税抜)から算出致します。
４．利益還元の購入額を弊社で把握する必要があるため、加入時にはディストリビューター様から弊社に

対し、貴社の弊社製品ご購入金額を開示していただく事に同意をお願いします。
５．アライドテレシスパートナープログラムにご加入されたお客様の個人情報については、当社で定める

「プライバシーポリシー」に基づき、個人情報保護に最大限の注意を払い取り扱い、適切な安全管理を
行います。

■ご加入時の確認事項

アライドテレシス
パートナープログラム

アライドテレシス ディストリビューター様

ITCA会員様

製品のご提供各種販売支援

AT-PPP-18-D032-00
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本部研修　INFORMATION

平成30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㈱が実施する認定規格「Certified�AlliedTelesis�Technician（CAT）」と同資格です。（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
8月1日（水）~ 2日（木） 10 東京都品川区 AT 東京
11月28日（水）~29日（木） 10 東京都品川区 AT 東京

名古屋 10月24日（水）~25日（木） 10 名古屋市東区 AT 名古屋
金　沢 9月26日（水）~27日（木） 10 金沢市 金沢流通会館
大　阪 8月29日（水）~30日（木） 10 大阪市中央区 AT 大阪
広　島 10月3日（水）~ 4日（木） 8 広島市中区 ＡＴ広島
福　岡 7月25日（水）~26日（木） 10 福岡市博多区 AT 福岡
仙　台 9月12日（水）~13日（木） 10 仙台市青葉区 AT 仙台
札　幌 9月5日（水）~ 6日（木） 10 札幌市北区 AT 札幌

※研修会場はAT（アライドテレシス㈱）または別会場。
無線ＬＡＮ技術研修（1日間）［情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格認定試験］

本学習コースは、研修会場で受講後、各自でWeb 試験を受けて頂きます。
受講料（Ｗｅｂ試験 1 回分・資格認定料・消費税込み）：会員 32,400円　非会員 48,600円

開催地 開催日程 募集人数 研修会場

東　京
8月3日（金） 10 東京都品川区 ＡＴ東京
11月30日（金） 10 東京都品川区 ＡＴ東京

名古屋 10月26日（金） 10 名古屋市東区 ＡＴ名古屋
金　沢 9月28日（金） 10 金沢市 金沢流通会館
大　阪 8月31日（金） 10 大阪市中央区 ＡＴ大阪
広　島 10月5日（金） 8 広島市中区 ＡＴ広島
福　岡 7月27日（金） 10 福岡市博多区 ＡＴ福岡
仙　台 9月14日（金） 10 仙台市青葉区 ＡＴ仙台
札　幌 9月7日（金） 10 札幌市北区 ＡＴ札幌

※研修会場はAT（アライドテレシス㈱）または別会場。

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
8月1日（水）～3日（金） 5 東京都品川区 ＡＴ東京
11月28日（水）～30日（金） 5 東京都品川区 ＡＴ東京

名古屋 10月24日（水）～26日（金） 5 名古屋市東区 ＡＴ名古屋
金　沢 9月26日（水）～28日（金） 5 金沢市 金沢流通会館
大　阪 8月29日（水）～31日（金） 5 大阪市中央区 ＡＴ大阪
広　島 10月3日（水）～5日（金） 5 広島市中区 ＡＴ広島
福　岡 7月25日（水）～27日（金） 5 福岡市博多区 ＡＴ福岡
仙　台 9月12日（水）～14日（金） 5 仙台市青葉区 ＡＴ仙台
札　幌 9月5日（水）～7日（金） 5 札幌市北区 ＡＴ札幌

※研修会場はAT（アライドテレシス㈱）または別会場。
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地方本部 　イベント報告

東海地方本部　「情報通信フェア２０１８」開催報告
日程 平成 30 年 6月5日（火）10：00～ 17：30　　6日（水）10：00～ 17：00（２日間）
会場 愛知県産業労働センター「ウインクあいち」６階展示場

■「情報通信フェア２０１８」開催模様
　東海地方本部は、平成30年 6月5日～6日に第 13回情報通
信機材展「情報通信フェア2018」を開催いたしました。
　情報通信月間参加行事として登録し、総務省東海総合通信局、
名古屋商工会議所の後援、情報通信月間推進協議会、日本デー
タ通信協会の協賛、サンテレホン株式会社、ダイコー通産株式会社、
株式会社髙文、東海地方本部青年部の協力を得て、愛知県産業
労働センター「ウインクあいち」6階展示場で「IoTの新時代！情報ネッ
トワークの総合展示会」と題して開催いたしました。

■特別講演、基調講演
　特別講演は、総務省東海総合通信局情報通信部長の田中純一
様の予定でしたが、4月1日に異動されたため、後任の松澤一砂様
に講演いただき、IoTを支える新技術5G、地域 IoT実装の取組み
等について興味深いお話をしていただきました。
　また、基調講演は実際に写真館を経営しドローン空撮を生業とさ
れている早川正文様にドローン黎明期の経験、現在のハイテクドロー
ンを活用した様 な々体験談、注意事項等についてお話いただきまし
た。

■オープニングセレモニー
　6月5日、展示会前の開会セレモニーにおいて、塩月青年部副
会長の開会の言葉、井上東海地方本部長のご挨拶に続き、出展
社一同によるカウントダウンにより井上本部長、酒井青年部会長による
テープカットで展示会が開始されました。
　東海地方本部では、昭和56年 11月に青年部を発足させ、業
界に関する調査研究や企業経営に関する研究、会員間の親睦、
地方本部への提言などの活動を行ってきましたが、平成5年に青年
部小委員会から「情報通信材料展」開催の提案がされたことに伴
い、翌平成6年 2月に出展社数23社により愛知県中小企業センター
で「第1回情報通信材料展」（平成10年に「情報通信機材展」
に名称変更）を開催し、以後、青年部が中心となって隔年に機材
展を開催してきました。

■出展社セミナー

■ VR 体験コーナー

■出展会社
　出展社４２社は次の通りです。（順不同）
●アライドテレシス㈱　　●エイチ・シー・ネットワークス㈱　
●ヤマハ㈱／ＳＣＳＫ㈱　　●ＮＴＴ西日本グループ
●ＮＴＴレンタル・エンジニアリング㈱　　●ＦＸＣ㈱
●㈱ＭＳソリューションズ　　●岡野電線㈱
●ＯＫＩグループ　　●兼松コミュニケーションズ㈱
●河村電器産業㈱　　●㈱共栄商事
●コーニングインターナショナル㈱　　●㈱サンコーテレコム
●三和電気工業㈱　　●摂津金属工業㈱
●㈱ディアイティ　　●ディーリンクジャパン㈱
●通信興業㈱　　●東名通信工業㈱
●ナカヨ電子サービス㈱　　●日東工業㈱
●日本製線㈱　　●日本テレガートナー㈱
●㈱八光電機製作所　　●原田産業㈱
●㈱バッファロー　●パンドウイットコーポレーション日本支社
●冨士電線㈱　　●フルーク・ネットワークス　
●㈱フルノシステムズ　　●ヘラマンタイトン㈱
●マサル工業㈱　　●未来工業㈱
●㈱渡辺製作所　　●サンテレホン㈱
●ダイコー通産㈱　　●㈱髙文
●第一電話設備㈱　　●㈱ＴＴＫ
●総務省東海総合通信局　　●（一財）日本データ通信協会

■会場様子

総務省　松澤通信部長 早川正文氏

会場受付 セミナー会場

展示会場 お楽しみ抽選会
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関　西

日程 平成 30 年 5月24日（木）25日（金） 時間 9：15 ～ 17：00
研修名 前期・職長安全衛生責任者教育研修 会場 大阪府立芦原高等職業技術専門校
　「前期・職長安全衛生責任者教育研修」を開催し、会員企
業様4社から7名にご参加いただきました。この研修は、労働安
全衛生法第60条で定める建設業の職長教育、安全衛生責任
者教育を行い、労働災害を防止することを訓練目的としております。

　関西地方本部としては、初めての企画で、大阪府立芦原高
等職業技術専門校での研修開催も初めてのことでしたが、遅刻・
欠席も無く参加受講者全員に職長安全衛生責任者教育研修修
了証が交付されました。

日程 平成 30 年 5月30日（水）31日（木） 時間 9：15 ～ 17：00
研修名 職場リーダー養成研修 会場 大阪府立東大阪高等職業技術専門校

日程 平成 30 年 6月4日（月）5日（火） 時間 9：30 ～ 16：30
研修名 中堅社員研修 会場 情報通信設備協会　関西地方本部　事務局会議室

日程 平成 30 年 6月12日（火）13日（水） 時間 9：00 ～ 17：00
研修名 業務の効率と質の改善研修 会場 大阪府立東大阪高等職業技術専門校

　「職場リーダー養成研修」を開催し会員企業様2社から2名
にご参加いただきました。この研修は、講義とグループ討議によっ
て、職場リーダーの方 に々必要となる『ものの見方・考え方・行
動のとり方』について考えていただき、自己の特性から目指すべき

リーダーシップについて気付いていただく実践的な研修です。
　自己紹介から始まり、組織におけるリーダーシップを考え、コミュ
ニケーションに関する技法を学んでいただきました。

　「中堅社員研修」を開催し、会員企業様3社から4名のご参
加いただきました。グループワークと演習で、企業経営と幹部の役
割、経営理念・経営戦略・経営計画、コスト構造、決算書の読
み方、事業活動と損益数値、アクションプラン、部下とのコミュニケー

ション等を習得していただきました。
　講師は、新入社員研修や職場リーダー養成研修で実績のある、
中小企業診断士で工学博士・ソフトウェア開発技術者の島田尚
往先生にお願いしました。

地方本部研修・セミナー　INFORMATION

中国

初級ネットワーク技術者研修
日程 平成 30 年 9月27日（木曜日）～28日（金曜日） 定員 10 名

時間 9：00～ 17：00 受講料 （会員）28,800 円　（非会員）35,640 円
�試験料・資格認定料・教材費・税込

会場 中特会館
（広島市中区幟町 3-57）

申込み
方法

中国 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：082-569-9972

研修
内容

イーサネットやTCP/IP 等に関わる初歩的な技術を習
得し、ネットワークに従事する初級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
TEL:082-569-9972　FAX:082-569-9972
※詳細は中国地方本部ホームページをご覧ください。

（http://www.itca.or.jp/chugoku/）
対象者 IP 系基礎技術の習得を目指す初級エンジニア、営業の方を対象。

「業務の効率と質の改善研修」を開催し、会員企業様3社から
5名にご参加いただきました。この研修は、日々 の会社業務を効
率化し、仕事のミスを減らすなど『業務の質』を改善するにはど
のようにすればいいのかその手法を学んでいただきました。

　効率改善・質の改善の重要性、業務の現状把握・トラブルの
把握、マニュアル化、改善策の具体化・マニュアル改定、5S活
動、改善提案などを習得していただきました。
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地方本部 　総会・懇親会報告

北海道

日程 平成 30 年 5月24日（木）
時間

総会　　　　　16 時 30 分～ 17 時 10 分
永年勤続表彰　17 時 10 分～ 17 時 20 分
懇親会　　　　17 時 30 分～ 19 時 00 分会場 ホテルノースシティ（札幌市中央区南 9 条西 1 丁目）

■第６４回北海道地方本部定時総会
　第 64回定時総会は札幌市中央区のホテルノースシティで開
催し、第１号議案から第５号議案まで審議を行い滞りなく議案
審議が了承されました。

１．定数　会員数　27 名　出席者 16 名　委任状 11 名
２．議事　第１号議案　平成 29 年度事業報告

第２号議案　平成 29 年度収支決算報告・監査報告
第３号議案　平成 30 年度事業計画（案）
第４号議案　平成 30 年度収支予算（案）
第５号議案　役員選任の件
その他

■第６４回永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に基
づいて、会員歴15年以上の会社に引き続き20年以上勤務し、
勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、2 社 2 名が受賞され
ました。
　北海道地方渡辺本部長より受賞者 2 名（扶桑電通株式会
社　藤本拓司様、浅川通信株式会社伊藤　悟様）に表彰
状と記念品が授与され、受賞者を代表して、扶桑電通株式
会社�藤本　拓司様より「謝辞」を述べられました。

■第６４回定時総会懇親会
　北海道地方本部出席会員、永年勤続者、新規参入会員
の皆様に出席していただきました。渡辺地方本部長の挨拶と
乾杯の音頭によって、賑やかに懇親会が行われました。その
後、総会でも新規会員の紹介がありましたが、懇親会では一
言ご挨拶をいただくなど和気あいあいの雰囲気で進められまし
た。最後に、池田副本部長より締めの挨拶と乾杯により閉会と
なりました。

懇親会次第
司会　　　　幹事　　　　　　　川橋　敬史
本部長挨拶　本部長　　　　　　渡辺　敏郎

会員より一言　数名の方に、従来の活動や、近況等を発
表していただきました。
中締め　　　副本部長　　　　　池田　昌和

信越

日程 平成 30 年 5月21日（月）
時間

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

■第６４回信越地方本部定時総会
　定時総会がアートホテル新潟で開催され11 社 11 名の
　参加がありました。
　樋口本部長の挨拶の後、第１号議案から第５号議案まで審
議を行い満場一致で承認されました。

１．定数　会員数 11 社　出席者 11 名
２．議事
　第１号議案　平成２９年度事業報告
　第２号議案　平成２９年度収支決算報告及会計監査報告
　第３号議案　平成３０年度事業計画（案）
　第４号議案　平成３０年度収支予算（案）
　第５号議案　役員改選の件
３．永年勤続表彰が行われ次の3 名の方が表彰されました。
　各社代表者は自社に持ち帰り社内で改めて表彰して頂きました。
　　菅井�正　�北陸電々株式会社
　　長嶺�猛�　株式会社三惠システム　　　　　　
　　別森規幸　双峰通信工業株式会社�

　毎年総会に合わせて勉強会を開催していますが今年は以下
のテーマで行いました。

■講演会 
「新しいAI 時代の働き方について」　
講演者　ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社
アプリケーション＆コンテンツサービス部　　中澤　淳氏

■懇親会�
　総会終了後、一般会員も参加して頂き懇親を深めました。
　いつしか互いにマイクを握りそれぞれの思いを語っていただき
ました。
　中締めは丸登電業株式会社　代表取締役小口智之様より
締めて頂きました。　　　　　　　　　　

総会会場風景 永年勤続従業員表彰式 懇親会会場風景

総会模様
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関東

日程 平成 30 年 5月24日（木）
時間

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

■第６３回関東地方本部定時総会
　第63回定時総会は東京都港区のメルパルク東京で開催し、
第１号議案から第５号議案まで審議を行い滞りなく議案審議が
了承されました。

１．定数　会員数　235 名　出席者 49 名　委任状 102 名
２．議事　第１号議案　平成 29 年度事業報告
　　　　第２号議案　平成 29 年度収支決算報告・監査報告
　　　　第３号議案　平成 30 年度事業計画（案）
　　　　第４号議案　平成 30 年度収支予算（案）
　　　　第５号議案　役員選任の件
　　　　その他
　　　　　
■第６３回永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に基
づいて、会員歴15年以上の会社に引き続き20年以上勤務し、
勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、12 社 26 名が受賞さ
れました。
　協会本部の代理として、関東地方本部の今井本部長がお
祝いの言葉を述べられたあと、受賞者を代表して、神田通信
機株式会社�近藤正臣様に表彰状と記念品が授与されました。

■第６３回定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております総務省関東総合
通信局　情報通信部�部長の山下朝文様、協会本部の大木
会長を始め、通信事業者やメーカーなどの関係業界や関係団
体のご来賓の皆様や多数の会員企業の皆様に出席していた
だきました。今井関東地方本部長の挨拶、ご来賓の皆様のご
挨拶に続いて協会本部　大輪理事長の乾杯の音頭によって、
賑やかに懇親会が行われました。

懇親会次第
司会　　　　教育委員長　　　　　　塚本　　豊
本部長挨拶　本部長　　　　　　　　今井　秀昭
来賓挨拶　　総務省関東総合通信局
　　　　　　情報通信部　部長　　　山下　朝文　様
　　　　　　情報通信設備協会　会長　大木　一夫　様
　　　　　　情報通信設備協会　理事長　大輪　堅一　様
中締め　　　副本部長　　　　　　　松山　　仁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総会・永年・懇親会詳細は、関東HP【平成30年6月発行イベント報告No.14】に掲載しています。http://kanto.itca.or.jp

東海

日程 平成 30 年 5月15日（火）
時間

総会　　　　　15 時 00 分～ 16 時 30 分
永年勤続表彰　16 時 30 分～ 16 時 40 分
懇親会　　　　16 時 45 分～ 18 時 30 分会場 ローズコートホテル　（名古屋市中区大須4-9-60）

■第６４回　東海地方本部　定時地方総会
　第 64 回定時地方総会は名古屋市中区大須のローズコート
ホテルで開催し、第１号議案から第６号議案まで審議を行い滞
りなく議案審議が了承されました。

１．定数　会員数　59 名　出席者 24 名　委任状 27 名
２．議事　第１号議案　平成 29 年度　事業報告
　　　　第２号議案　平成 29 年度　収支決算報告
　　　　第３号議案　平成 29 年度　会計監査報告
　　　　第４号議案　平成 30 年度　事業計画（案）
　　　　第５号議案　平成 30 年度　収支予算書（案）
　　　　第６号議案　任期満了に伴う役員改選
　　　　　
■第６４回永年勤続表彰式
　永年勤続表彰は、協会本部の業務運営規定に基づいて、
会員歴 15 年以上の会社に引き続き20 年以上勤務し、勤務
成績優秀な方 を々表彰するもので、14 社 28 名が受賞されまし
た。
　受賞者を代表して、千代田電子システム㈱�織田尚浩様、
㈱朝日ビジネス青井一雄様に表彰状、表彰盾が授与されまし
た。

■第６４回定時地方総会　懇親会
　井上東海地方本部長の挨拶、乾杯の発声により、賑やか
に懇親会が行われました。

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

総会会場風景 永年勤続従業員表彰式 懇親会会場風景

総会会場風景 永年勤続従業員表彰式 集合写真

懇親会会場風景
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東北

日程 平成 30 年�5月22日（火）
時間 総　会　　　15 時 30 分～ 17 時 00 分

懇親会　　　17 時 00 分～ 19 時 00 分会場 ハーネル仙台（仙台市青葉区本町 2-12-7）

■第６４回東北地方本部定時総会
　第６４回定時総会はハーネル仙台で開催し、１８社２１名の
参加がありました。
竹内本部長の挨拶の後、第１号議案から第６号議案まで審議
を行い滞りなく了承されました。
今回は役員の改選議案があり承認されました。

１．定数　会員数３１名　出席者１８社　委任状　７社
２．議事
　　第１号議案　平成２９年度事業報告
　　第２号議案　平成２９年度収支決算報告
　　第３号議案　会計監査報告
　　第４号議案　平成３０年度事業計画（案）
　　第５号議案　平成３０年度収支予算（案）
　　第６号事案　その他
　　　　　　　役員改選の件
　　　　　　　工事担任者試験対応セミナーの件

　３０年度事業計画の中で、当協会が力を入れております各
社の協業事業の詳細説明を行いました。工事担任者試験対
応セミナーは参加者が少ない為、今年度は実施せずe-ラーニ
ング研修の説明を行いました。今年度は永年勤続表彰はあり
ませんでした。総会終了後、懇親会を行いました。

■懇親会
　新役員㈱高文仙台営業所　浦川所長の御挨拶、乾杯の
音頭で賑 し々く開催致しました。
　最後に新会員の山形通信設備㈱　今野社長にご挨拶をお
願いしお開きとなりました。　参加者は１８社２２名でした。
　懇親会では会員増強を図るべき、本部長初め役員の方々
は会員の方 に々ご協力をお願い致しました。

関西

日程 平成 30 年 5月23日（水）

時間

総会　　　　　　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分
退任役員感謝状授与式　　14 時 40 分～ 15 時 00 分
従業員表彰式　　　　　　15 時 10 分～ 15 時 40 分
記念講演会　　　　　　　16 時 00 分～ 16 時 40 分
従業員表彰祝賀会・会員交流会　17 時 00 分～ 18 時 30 分

会場 中央電気倶楽部 5 階大ホール
�（大阪市北区堂島浜 2 丁目1-25）

■第 64 回関西地方本部定時総会
　第 64 回定時総会を大阪市北区の中央電気倶楽部で開催
し、第 1 号議案から第 4 号議案まで審議承認されました。第
5 号議案では栩谷本部長、花元 ･ 川口両新監事が選任承認
され、全ての審議を行い滞りなく終了致しました。　　
１．定数　会員数　66 社　出席者 18 社　委任状 27 社
２．議事　第 1 号議案　平成 29 年度事業報告

第 2 号議案　平成 29 年度収支決算報告・監査報告
第 3 号議案　平成 30 年度事業計画
第 4 号議案　平成 30 年度収支予算
第 5 号議案　役員選任の件

■ 2018 年情報通信月間参加行事講演会
　『5ＧとIoT の取り組み』
　KDDI ㈱ビジネスIoT 企画部部長の原田圭悟様に東京か
らお越しいただき、現在 KDDI ㈱で取組んでおられる5Gと
IoTについて講演していただきました。外部の一般参加もあり、
68 名の方が聴講されました。　

■退任役員感謝状授与式
　幹事の川口仁志様 1 名が退
任され感謝状と記念品が授与さ
れました。

■平成 30 年度従業員表彰式
　従業員表彰は、協会本部会長
表彰に2 社 3 名が受賞され、地
方本部長表彰に5 社 9 名が表彰
され表彰状と記念品が授与され
た。関西地方本部の岸村副本部
長から「受賞者の皆様、おめでと
うございます。今までは自分の仕事
や言われた仕事をするだけで評価
されましたが、これからは今まで培っ
てきた経験・技術を後輩に伝えてい
く大きな仕事が加わります。会社に
戻られて、益々活躍されることを期
待しております。」と、お祝いの言
葉が贈られました。

■平成 30 年度従業表彰祝賀・会員交流会
　永年・優良従業員表彰を受賞した従業員と関西地方本部
会員との祝賀・交流会が中央電気倶楽部の大食堂において
賑やかに執り行われました。関西地方本部の松本副本部長の
司会のもと、田中常任幹事の乾杯のご発声によって始まり、参
加者一同は大いに懇親を深めました。

山本部長挨拶 就任役員

講師　原田様 講演会

総会模様

懇親会模様

従業員表彰・会員交流会

本部長と退任役員

永年従業員表彰

優良従業員表彰
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四国

日程 平成 30 年 5月25日（金）
時間 総会　　16 時 00 分～ 17 時 00 分

懇親会　17 時 20 分～ 18 時 50 分会場 東京第一ホテル松山

■第６５回四国地方本部定時総会
　第６５回定時総会は愛媛県松山市の東京第一ホテル松山
で開催し、第１号議案から第６号議案まで審議を行い滞りなく
議案審議が了承されました。

　１、定数　会員数　52 名　出席者 26 名　委任状 26 名
　２、議事　第１号議案　平成２９年度事業報告
　　　　　第２号議案　平成２９年度収支決算報告
　　　　　第３号議案　平成２９年度監査報告
　　　　　役員改選
　　　　　第５号議案　平成３０年度事業計画（案）
　　　　　第６号議案　平成３０年度収支予算（案）　

■平成３０年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に基
づいて、会員歴 15 年以上の会社に引き続き20 年以上勤務
し、勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、本年度は四国
通建（株）：武田雅英様、（株）双電社：小南善秀様、（株）
フォステクノ四国：島田義弘様・木下政博様の４名が受賞され、
協会本部の代理として、四国地方本部の浜田展吉本部長か
ら、表彰状と記念品が授与されました。

■平成３０年度定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいておりますＮＴＴ西日本四国
事業本部から、ビジネス営業部ビジネス戦略部門長「加藤拓」
様、ビジネス営業部ネットワーク営業担当課長「仲村誠祐」様、
ビジネス営業部スマートビジネス推進担当主査「藤川幸大」様、
設備部設備企画担当課長「海沼義彦」様をご来賓としてお
招きし、多数の会員企業の皆様にご出席していただきました。
　浜田四国地方本部長の挨拶、加藤ビジネス戦略部門長の
挨拶に続いて、前地方本部長「山本健」氏の乾杯の音頭に
よって、賑やかに懇親会が行われました。
　翌日は親睦ゴルフ大会が道後ゴルフ倶楽部で行われ、天候に
も恵まれ参加の皆様は和気あいあいの雰囲気で楽しまれました。

北陸

日程 平成 30 年 5月24日（木）
時間

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

■第 64 回北陸地方本部定時総会
　第 64 回定時総会は金沢市本町のホテル日航金沢で開催
し、嶋田本部長の挨拶の後、第 1 号議案から第 5 号議案ま
で審議を行い滞りなく議案審議が了承されました。

１．定数　会員数　18 名　出席者 13 名　委任状 3 名
２．議事　第 1 号議案　平成 29 年度事業報告
　　　　第 2 号議案　平成 29 年度収支決算報告・監査報告
　　　　第 3 号議案　平成 30 年度事業計画（案）
　　　　第 4 号議案　平成 30 年度収支予算（案）
　　　　第 5 号議案　役員改選　　　　

■平成 30 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に基
づいて、会員歴15年以上の会社に引き続き20年以上勤務し、
勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、3 社 3 名が受賞され
ました。
　協会本部の代理として、北陸地方本部の嶋田本部長から、
かがつうシステム株式会社　東川享士様、株式会社シミズシ
ンテック松井貴雄様、株式会社ほくつう　堀田秀司様に表彰
状と記念品が授与されました。

■平成 30 年度定時総会懇親会
　嶋田本部長の挨拶、乾杯の音頭によって、賑やかに懇親
会が行われました。

懇親会次第
挨拶、乾杯　　　本部長　　　　　　　嶋田　泰嗣
中締め　　　　　副本部長　　　　　　田中　優治
司会　　　　　　事務局長　　　　　　指江　雅夫

総会・懇親会　会場風景

総会会場風景 永年勤続従業員表彰

懇親会模様

親睦ゴルフ
大会模様
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中国

日程 平成 30 年 5月18日（金）
時間

総　　会　　　　　14 時 30 分～ 15 時 30 分
永年勤続表彰　　　15 時 40 分～ 16 時 00 分
懇親会　　　　　　17 時 00 分～ 18 時 30 分会場 メルパルク広島　（広島県広島市中区基町 6-36）

■第６３回中国地方本部定時総会
　第６３回定時総会は広島市中区のメルパルク広島で開催し、
第１号議案から第６号議案まで審議を行い滞りなく議案審議が
了承されました。
１．定数　会員数　58 名　出席者 27 名　委任状 24 名
２．議事　第１号議案　　平成 29 年度事業報告
　　　　第２号議案　　平成 29 年度収支決算報告
　　　　第３号議案　　監査報告
　　　　第４号議案　　平成 30 年度事業計画（案）
　　　　第５号議案　　平成 30 年度収支予算（案）
　　　　第６号議案　　役員改選の件
　　　　その他

■平成３０年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に基
づいて、会員歴15年以上の会社に引き続き20年以上勤務し、
勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、5 社 14 名が受賞され
ました。
��協会本部の代理として、中国地方本部の江角本部長がお
祝いの言葉を述べられたあと、受賞者に表彰状と記念品が授
与されました。

■平成３０年度定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております多数の会員企業
の皆様に出席していただきました。江角中国地方本部長の挨
拶、来賓の総務省中国総合通信局電気通信事業課長�福島
生紀様の祝辞、中国地方本部　宇都宮幹事の乾杯の音頭に
よって、賑やかに懇親会が行われました。

講演会�16 時 00 分～ 17 時 00 分
　演題　「IoTの足回りを支えるセンサーネットワーク」
　講師　沖電気工業�株式会社��IoTプラットフォーム事業部

スマートコミュニケーションシステム部　　
部長、兼ユニット長　山本　高広　氏

懇親会次第
司会　　　　副本部長　　　　　　野崎　隆司　様
本部長挨拶　本部長　　　　　　　江角　　優　様
祝辞　　　　中国総合通信局�課長　福島　生紀　様　
乾杯の音頭　前幹事　　　　　　　宇都宮　貢　様　
中締め　　　幹事　　　　　　　　川谷　伸哉　様　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

九州

日程 平成 30 年 5月18日（金）
時間 総　会　　　16 時 00 分～ 17 時 00 分

懇親会　　　17 時 00 分～ 19 時 00 分会場 タカクラホテル福岡（福岡市中央区渡辺通 2-7-21）

■第６４回 九州地方本部定時総会
　第６４回定時総会は福岡市中央区のタカクラホテル福岡で
開催し、１４社１６名の参加がありました。
阿部本部長の挨拶の後、第１号議案から第５号議案まで審議
を行い滞りなく了承されました。

１．定数　会員数 29 名　出席者 14 名　委任状 15 名
２．議事
　　第１号議案　平成２９年度事業報告
　　第２号議案　平成２９年度収支決算報告・監査報告
　　第３号議案　平成３０年度事業計画（案）
　　第４号議案　平成３０年度収支予算（案）
　　第５号議案　役員改選の件

■平成２９年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に基
づいて、会員歴１５年以上の会社に引き続き２０年以上勤務し、
勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、２社３名が受賞され、
地方本部の永年勤続表彰は２社５名が受賞されました。

■懇親会
　阿部本部長の挨拶、乾杯の音頭で賑 し々く開催致しました。
　中締めは新しく副本部長になられました九州電話サービス株
式会社の大籠社長にお願いし、お開きとなりました。
　参加者は１０社１２名でした。

総会会場風景 永年勤続従業員表彰式 講演会模様 懇親会来賓挨拶

総会模様

表彰式模様

懇親会模様
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委員会・理事会等模様

平成30年度第1回教育委員会模様
１．日時　　　平成30年 4月 25日（水）
　　　　　　　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　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　長谷川浩正副委員長、
　　　　　　　森山孝委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）ヤマハからの ITCA支援について

平成30年度第1回総務財務委員会模様
１．日時　　　平成30年 5月 17日（木）
　　　　　　　13時 30分～ 14時 30分
２．場所　　　Web会議（本部＋4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、
　　　　　　　栩谷晴雄委員、関東範一委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）平成29年度決算報告（総会第2号議案）について
（2）会員の入退会について
（3）本部会費の運用等について
（4）職務執行状況
（5）参与人事の承認について
（6）退職功労金の支給について
（7）（参考）平成29年度決算組織別実績
（8）その他

平成30年度第1回業務委員会模様
１．日時　　　平成30年 5月 21日（月）
　　　　　　　13時 30分～ 14時 30分
２．場所　　　Web会議（本部＋7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、
　　　　　　　石田延章委員、恒川純次委員、
　　　　　　　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
　　　　　　　アライドテレシス㈱　
　　　　　　　　高橋シニアマネージャー
４．議題
（1）アライドテレシスとの更なる協業取組みについて
（2）平成29年度委員会名簿
（3）その他
平成30年度第1回理事会模様
１．日時　　　平成30年 5月 23日（水）
　　　　　　　13時 30分～ 15時 10分
２．場所　　　Web会議
　　　　　　　（本部＋他15対地　6地方事務局、9各自席）
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、
　　　　　　　山内明専務理事

　　　　　　　今井秀昭、長谷川浩正、松山　仁、
　　　　　　　髙瀬幸雄、樋口正仁、藤田義明、
　　　　　　　嶋田泰嗣、吉本幸男、山本　健、
　　　　　　　阿部准定、竹内　聰、の各理事
　　　　　　　宮川欣丈、平野　毅の各監事
４．大木会長挨拶要旨

皆さんお忙しい中、お集まり頂いてありがとうござい
ます。本日の理事会は、来月20日の定時総会に向けてで
ありますので、是非、活発な審議をお願いしたいと思い
ます。議案の中にありますが29年度は従来進めてきた研
修を充実する、或いは会報等を通じた最新の情報の提供
等と共に初めて Web 会議を使い全国一斉同時開催のセ
ミナーを実施という新しい試みも行ってきました。また、
ここ数年進めていますアライアンス、協業ビジネスを
進め、従来のドコモとのオフィスリンク、ティーガイア
との光コラボに加えアライドテレシス、或いはヤマハと
の新たな協業も具体化してきているところであり、ご努
力いただいた皆さんに感謝申し上げたいと思います。ま
た重要なテーマでありました財務基盤の確立という面に
おきましても、懸案でありました未収金を貸し倒れに計
上しましたので最終赤字決算にはなっておりますが、そ
の特殊事情を除きますと黒字の決算とする事ができまし
た。各地方本部の皆さんの大変なご努力の結果だと思う
次第です。

30 年度、基本的にはこれまでの取り組みを更に実のあ
るものにしていくという事だと思いますが、中でも協業
ビジネスについて枠組みは出来ましたが、その実績・成
果という面では必ずしもまだ十分とは言えないと思いま
す。是非、各地方本部でも推進に向けて取り組んでいた
だきウィンウィンの恰好を作りあげていく事が、また新
しい協業ビジネスを生み出していくことになると思いま
すし、また当協会の魅力として新しい会員の皆さんに入っ
ていただく引き金にもなるのではないかと思う次第です。
また財務の問題につきましても今年度は計画段階から黒
字の計画になっており大変ありがたく思いますが各地方
本部ごとに見ますと、すでに実質的に累積の赤字という
状況になっているところ、或いはここ数年の間に残念な
がら、このままで行くと赤字になってしまうという状況
の地方本部も見受けられるところであり、是非、早めに、
これらの解決に向けての取り組みを進めていただくよう
お願いする次第です。

また、早いものでオリンピックがもう 2 年後というと
ころでどんどん近づいてきておりますし、来年にはラグ
ビーのワールドカップということも予定をされておりま
す。また地方においてもインバウンドの増加であります
とか或いは今の働き方改革に伴う ITの活用ということも
従前に比べて盛り上がって来ているのではないかと、ま
たオリンピック関係もこれからだと思います。外枠工事、
外側工事が終わって中の設備工事が、いよいよ動き出す
段階に近づきつつあるのではないか、或いは一部動き出
しているのではとお聞きするところであり、是非このチャ
ンスを、各会員企業の皆様、また協会全体として次への
飛躍のステップとして上手く生かしていきたいと思う次
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第です。是非会員皆さんと力を合わせ、良いかたちを作っ
ていきたいと思いますので、ご協力の程宜しくお願い申
し上げます。
5．大輪理事長挨拶要旨

本日はお集まり頂きましてありがとうございます。東
京は今、雨が土砂降りでございまして明日の朝まで雨と
いう環境でありますが、こちらにも 8 名の方が出席頂い
ている状況です。会長のご挨拶と重複しますが公益目的
事業も残すところ 2 年、残債としては 3600 万円位、後
ほど詳細の報告がありますが、残すところであり所官庁
の管轄からタガが外れるということで自由になりますが、
これを確実に計画・実行・遂行していくことで一般社団
法人としての認可が終わるわけであります。

この 2 年間というものを継続するためには本部会費と
いう財源を使い、教育事業をメインとした事業運営をど
うしてもやり遂げなければならない状況であります。本
部会費の重要性というものを、本部も削減努力はするも
のの、協会全体の運営を再認識していただき何とかご協
力ご努力を頂きますよう本日お集まりの皆様にもお願い
したいと思います。
6．議事内容
（審議模様）

　平成30年度第 1 回理事会議題について次のとおり審議
した。
（1）第 64回定時総会議案について
　　山内専務理事は、資料－ 1「平成 29 年度事業報告

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

（2）総会スケジュール等について
　　山内専務理事は、資料－ 7「総会スケジュール等」

について説明し、異議なく議決した。
（3）通常会員の入退会について
　　山内専務理事は、資料－ 8「会員の入退会」につ

いて説明し、異議なく議決した。
（4）本部会費の運用等について
　　山内専務理事は、資料－ 9「本部会費の運用等」

について、その内容について説明を行い、異議なく
議決した。

　（報告事項）
（5）職務執行状況報告
　　山内専務理事は、資料―10「職務執行状況報告」

を説明し、承認された。
（6）平成30年度委員会名簿
　　山内専務理事は、資料―11「平成 29年度委員会名

簿」を説明し、承認された。
（7）その他
　　山内専務理事は、資料－ 12 ～ 15「その他（1）部

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

新会員（平成30年5月1日~平成30年7月6日）

■通常会員

◎　会社名　　株式会社創電
　　　　　　　（平成30年5月2日入会）
　　所在地　　福岡県福岡市　
　　代表者　　井上　毅彦　　
　　TEL　　　092-707-0300
　　事業内容　�ネットワーク設計・構築、運用保守

◎　会社名　　トビラシステムズ株式会社　東京支店
　　　　　　　（平成30年5月2日入会）
　　所在地　　東京都千代田区　
　　代表者　　明田　篤　　
　　TEL　　　050-5533-3720
　　事業内容　�主に電話に関わる音声セキュリティ

システムの開発

◎　会社名　　システム・アルファ株式会社
　　　　　　　（平成30年6月11日入会）
　　所在地　　群馬県前橋市　
　　代表者　　廣山　武雄　　
　　TEL　　　027-253-1800
　　事業内容　�IT・モバイル機器の販売・保守

◎　会社名　　株式会社ハナブサネットワークス
　　　　　　　（平成30年7月6日入会）
　　所在地　　東京都中央区　
　　代表者　　牛込　英樹　　
　　TEL　　　03-5623-4055
　　事業内容　�電気通信設備工事の請負及び付帯す

る業務、通信設備工事一連、通信シ
ステムネットワーク構築及び施工

◎　会社名　　株式会社クレアシオン
　　　　　　　（平成30年7月6日入会）
　　所在地　　千葉県松戸市　
　　代表者　　小澤　直之　　
　　TEL　　　047-346-8848
　　事業内容　�CATV工事、LAN工事、通信系工事

全般、照明設備工事、電気工事、他
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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
（施工パートナー）

ヤマハ
（製品提供支援会員）

アライドテレシス
（販売パートナー）

関 東 236  （1） 44 （-） 13 （1） 45（-6） 6 （-） 4 （4） 50 （50）

信 越 11 （-） 4 （-） 1  （-） 3 （-） － － （-） 4 （4）

東 海 66 （-1） 9 （1） 3 （-） 2 （1） 1 （-） － （-） 17 （17）

北 陸 18 （-） 5 （-） 1 （-） 0 （-） 1 （-） － （-） 8 （8）

関 西 66 （1） 15 （-） － 10 （1） 2 （-） 8 （8） 14 （14）

中 国 57 （-1） 9 （-） － 6 （2） 2 （-） 1 （1） 9 （9）

四 国 52 （-） 3 （-） 1 （1） 2 （2） 1 （-） － （-） 15 （15）

九 州 29 （-） 4 （-） 2 （-） 2 （-） 1 （-） 2 （2） 5 （5）

東 北 32 （1） 3 （-） － 1 （-） 2 （-） － （-） 5 （5）

北 海 道 27 （-） 7 （-） 1 （-） 3 （-） 1 （-） － （-） 10 （10）

（小 計） 594 （1） 103  （1） 22 （2） 74  （-） 17 （-） 15  （15） 137 （137）

本 部 15 （-） － － － － － －
（合 計） 609   （1） 103  （1） 22 （2） 74  （-） 17 （-） 15  （15） 137  （137）

情報通信設備協会の「事業施策状況一覧 2018年6月30日現在」をお知らせいたします。

事記分区

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）

ドコモ
（ｵﾌｨｽﾘﾝｸ販売ﾊﾟｰﾄﾅｰ会員）

㈱NTTドコモのオフィスリンク販売パートナー認定会員
（オフィスリンク認定企業はH29年12月末より廃止）

アライドテレシス
（施工パートナー会員）

アライドテレシス㈱の施工パートナー認定会員
（ＡＴＫＫ認定会員：H29.4～）

ヤマハ
（製品提供支援会員）

SCSKセミナー受講後，ヤマハ検証機材無償提供の会員
（セミナー受講申込会員を含む）

アライドテレシス
（販売パートナー会員）

アライドテレシス㈱の販売パートナー認定会員
（ＡＴＫＫ認定会員：H30.6～）

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Ｈ29年度末からの増減数

ITCA事業施策状況一覧
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最新機器を直接体験できる	  
本社ショールーム	  

セキュリティ等	  
各種セミナーを	  
無料料開講！	  
（お取引中の販売店様限定）	  

【横浜営業所】	  
【北北関東営業所】	  
【札幌営業所】	  

045-‐‑‒333-‐‑‒7211	  
048-‐‑‒645-‐‑‒1431	  
011-‐‑‒611-‐‑‒1711	  03-‐‑‒3271-‐‑‒5151	   03-‐‑‒3281-‐‑‒7000	  

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

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

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

新広告データ	  

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

最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  

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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〒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
　会長就任のご挨拶　
　一般社団法人情報通信設備協会　会長　坪内 和人
■地方本部だより
　2018年、北海道は命名150年　
　一般社団法人情報通信設備協会　北海道地方本部　笹原 弘志
■特集
　第64回定時総会模様
　第64回定時総会懇親会パーティー模様
■業界特集
　５Gの最大の目玉「URLLC」とは
　デジタル変革の起爆剤に
■新製品・新サービス
　NTTテクノクロスが遠隔会議用マイク・スピーカー「R-Talk」シリーズの
　新モデルを発売
■INFORMATION
　アライドテレシス株式会社との更なる協業について
　～アライドテレシス製品販売インセンティブキャンペーン～
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関東地方本部 〒104-0042
 

東京都中央区入船2-9-5 HKビル5階  TEL 03-5244-9700 kanto@itca.or.jp

信越地方本部 〒950-0031
 

新潟市東区船江町1-55-11 双峰通信工業㈱内 TEL 025-279-5655 sinetsu@itca.or.jp

 

全国地方本部

東海地方本部 〒460-0011
 

名古屋市中区大須4-10-40 カジウラテックスビル2階 TEL 052-241-1989 toukai@itca.or.jp

北陸地方本部 〒920-8515
 

金沢市問屋町1-65 ㈱ほくつうビル内  TEL 076-238-8384 hokuriku@itca.or.jp

関西地方本部 〒550-0002
 

大阪市西区江戸堀1-23-13 肥後橋ビル3号館405号室 TEL 06-4256-7155 kansai@itca.or.jp

中国地方本部 〒734-0007
 

広島市南区皆実町1-10-2 ㈱ソルコム皆実町ビル1F TEL 082-569-9972 cyugoku@itca.or.jp

四国地方本部 〒791-8013
 

松山市山越3-15-15 NTT山越北ビル  TEL 089-911-1600 sikoku@itca.or.jp

九州地方本部 〒811-1302
 

福岡市南区井尻4-28-18 ㈱キューオキ 内 TEL 092-592-8881 kyushu@itca.or.jp

東北地方本部 〒980-0821
 

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

「働き方改革」の取り組みでは、ワー
ク・ライフ・バランスのとれた働き方を進
めるきっかけとなる「プラミアムフライ
デー」「キッズウィーク」等があります
が、なかなか「働き方改革」が判らな
い、進まない方にお勧めのWebサイト
をご紹介します。厚生労働省の「働き
方・休み方改善ポータルサイト」では、自
己診断・取り組み事例・課題別対策等
の項目があり、自己診断では、10問の
質問で現状を知り、改善のアドバイス
がもらえます。私も自己診断をしてみま
したが、労働者調査の平均値と自分と
の対比や仕事の考え方・進め方等に
ついて工夫ポイントを教えてもらえまし
た。夏休みに「働き方・休み方」を考え
て効果的な仕事をしてみませんか。

（編集委員）

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
　青海　宏
　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
　笹原　弘志
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