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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。

ITCA 憲章

FRONT VOICE
　「つなぐ、まもる、つかう」IoT時代の本格化を迎えた通信ネットワークへの対応
　アライドテレシス株式会社　専務取締役　営業本部長　佐藤 朝紀 ………………………………………1
地方本部だより　関東地方本部　群馬県支部の新会員紹介と支部活動報告
　一般社団法人情報通信設備協会　関東地方本部　群馬県支部長　木村 清高 ……………………………2
業界ニュース（2018年8月 ~2018年9月） ……………………………………………………………………4
特集
　総務省が「平成30年版　情報通信白書」を公表しました
　～特集テーマ　人口減少時代の ICTによる持続的成長～ …………………………………………………8
業界特集　
　・対応急がれる ISDN/PHSマイグレーション　モバイルへの移行でビジネス発展 ………………… 12
　・ヤマハ「NVR700W」
　　データ /音声に使用中の ISDN移行問題 +αの BCP対策で一石二鳥のマイグレ ………………… 16
新製品・新サービス
　富士通ネットワークソリューションズが
　「ダウンロード最適化 for Windows Update」を販売開始 ……………………………………………… 19
地方本部研修・セミナー　INFORMATION ………………………………………………………………… 20
地方本部　イベント報告 ………………………………………………………………………………………… 22
新会員 ……………………………………………………………………………………………………………… 22
委員会・理事会等模様…………………………………………………………………………………………… 23
平成30年度優秀施工者国土交通大臣顕彰を建設マスター5氏・ジュニアマスター3氏が受賞 ……… 24
ITCA事業施策状況一覧 ………………………………………………………………………………………… 26

目　次



1

FRONT VOICE

アライドテレシス株式会社
専務取締役　営業本部長　佐藤 朝紀

「つなぐ、まもる、つかう」
ＩｏＴ時代の本格化を迎えた通信ネットワークへの対応

秋晴の候、皆様にはいっそうご活躍のこととお
慶び申し上げます。

日頃より会員の皆様にはアライドテレシスの
ネットワーク機器及びソリューションを多数ご販
売頂き深く感謝申し上げます。

当社は 1987 年に設立し 32 期目を迎えておりま
す。ネットワーク機器の研究開発を原点にスター
トした事業は、現在 ネットワークの設計から構
築、保守、運用、セキュリティーマネージメント
に至るまでに活動範囲を広げており、IoT 時代の
本格化を迎えた今、更なる飛躍のチャンスを手に
しております。

現在は、ミッションクリティカルな医療分野に
おける「止まらないネットワーク」、教育現場で
求められる「安定した無線環境」、「強靭なセキュ
リティー対策」を求められる官公庁など、社会イ
ンフラとして、人々がいつでもどこからでも安心、
安全に情報にアクセスできる環境を支え、今後も
貢献して参ります。

更には、産業分野での「IoT デバイスのデータ
活用」、「AI 技術の実用化」に伴うネットワーク
基盤のマネージメントなどを加え、社会のあらゆ
る分野で、これまで以上の可用性「つかう」、安
定性、安全性「まもる」、が求められる状況に、
応えて参ります。

当社は 4 月に世界初のハイブリッド・ワイヤレ
スシステム「AWC Channel Blanket」を発表しま
した。【 アライドテレシス ＝ 無線 】のイメージ
を持っていただけるように、これまでどこもやっ
ていない世界で初めての無線テクノロジーを開発
しました。

今回のハイブリッド・ワイヤレスシステムは
一台の無線アクセスポイントでセル方式とブラン

ケット方式の同時運用を可能としますので、IoT
時代のあらゆる物が通信を行う環境に於いても、
お客様の新たな「つなぐ」のニーズにお応えでき
ます。

現在提供されている無線 LAN アクセスポイ
ントの 99% がセル方式で運用されており、無線
LAN 端末が移動するとローミングによるパケッ
トロスや遅延が発生します。セル方式に対してブ
ランケット方式では、シングルチャンネルの無線
環境を提供するため、全ての無線 LAN アクセス
ポイントが同一チャンネルの電波で無線空間を構
築します。

その為、無線 LAN 端末を移動させてもローミ
ングが発生せず、パケットロスや通信遅延がなく
なります。会員の皆様が携わる事が多い無線 IP
電話などの移動端末を利用する環境に適した方式
になります。

また、アライドテレシスは、IT システム基盤
を支えるネットワーク専門メーカーとして培って
きた豊富な経験と実績をもとに、導入構築から運
用支援、運用監視、情報セキュリティー管理のコ
ンサルティングサービスまで、「One Stop IT サー
ビス」をご提供いたします。ネットワークメー
カーとしては他にない国内最大規模の全 36 拠点
を構え、「地域密着」による、ソリューション提案、
サポート活動をより一層強化して参ります。

今後も会員の皆様にご協力を頂きながら、皆様
との信頼関係を一層深め、「つなぐ、まもる、つ
かう」をテーマに製品、ソリューション、サービ
スを提供して参ります。

最後になりますが、皆様の益々のご繁栄とご健
勝をご祈念申し上げます。
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地方本部だより

■新入会員の紹介
１、システム・アルファ株式会社
〒 371-0847　前橋市大友町 2-23-5
℡ :027-253-1800
代表取締役　廣山武雄

２、有限会社群馬通信機サービス
〒 371-0846　前橋市元総社町 2-7-11
℡ :027-251-3721
代表取締役社長　新井紘子
　　　　　　　

関東地方本部においては事業活動の基盤となっている「総務財務」「教育」「広報」「組織」「業務」の五つの委員
会があり、特に昭和６０年以降から続いている会員数の減少に歯止めをかけるために、組織委員会と各支部との
合同組織委員会を開催するとともに、「入会のしおり」を作成して関連団体や未加入の同業企業に配布するなど、
地方本部と支部が一丸となって全役員、全会員による会員増強に取り組んでおり、退会の会員の減少をくい止め
る活動をしております。　また、９つの各支部があり、会員相互の交流を深めるため賀詞交歓会・勉強会、懇親
会等を開催するとともに、地元関連企業・ 団体等との打合せを実施して協会のＰＲする取組みを展開しており
ます。今回は、群馬県支部から新入会員の紹介及び支部活動状況について報告します。

関東地方本部 群馬県支部の新会員紹介と支部活動報告
一般社団法人 情報通信設備協会 関東地方本部

群馬県支部長　木村 清高（株式会社群電　代表取締役社長）

社屋全景

直筆の書と廣山代表

社屋前景

新井社長
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■支部総会及び懇親会報告
平成 30 年度　群馬県支部総会・懇親会　　
日時：平成 30 年 5 月 11 日（金曜日）

＊ ITCA セミナーに群馬県支部の皆さんとＷＥＢで
参加しました。

 
■木村支部長の近況報告
（8 月 25 日（土）～ 26 日（日）1 泊 2 日で富士山登
山をして来ました）

山好きな知り合いに誘われて富士山に一度は行き
たいと思っていたので 68 歳で挑戦してきました。

まずは登山の支度を揃えて準備をし、次に 7 月に
体力を付ける為に低い山（赤城山）に登り経験を積
んで下準備して当日を楽しみにして向かいました。

前の日には台風 21 号が日本列島に上陸するとの事

で大変心配していましたが、通過して日本海に出て
北上して行きましたので、富士山は良い天気に恵ま
れて初登頂し、ご来光を（日の出）観て感動して来
ました。

当日、昼過ぎに富士吉田口 5 号目から出発し 7 号
目の山小屋を目指して休み休み行きながら下界の風
景を楽しみ 5 時半過ぎに着きました。6 時過ぎから
夕飯を頂き暫く部屋で休んだ後に外に出て、満点の
月夜と星空が自分の家で見るのと違い大変近くに輝
いて見えました。その後、疲れも有り休み朝方起こ
され外に出たら朝焼けの雲から日の出を（ご来光）
観て思わず仲間と万歳三唱し感動しました。

6 時から朝ご飯食べてその後山頂を目指して出発
し、目の上に頂上が直そこに見えるんですが、急な
傾斜な岩場に次の一手一歩が出ません。背中のバッ
クが重く、今何でこんな大変な苦しい思いをしなが
ら頂上を目指すのかと思い（平時はなんと楽な事を
しているかと思いました。）富士山初登頂の達成感を
その時にあじわいました。（山登りは自分の健康のバ
ロメーターと思いました。）

皆さんも機会が有ったら挑戦してみて下さい。

木村群馬県支部長　

富士山のご来光
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業界ニュース　8月 

NEC プラットフォームズ㈱は、UNIVERGE IX シリーズ、UNIVERGE WA シリーズ、UNIVERGE Aspire シリーズ等の企
業向けネットワーク機器をクラウド上で運用管理可能な無償サービス「Net Meister（ネットマイスター）」を 2018 年 10 月 15
日より開始する。本サービスにより、対象ネットワーク機器の設置場所やアラーム情報、ファームウェアバージョンなどがひ
と目で把握でき、システム管理部門の工数削減が可能となる。本サービスは、変動する IP アドレスと独自ドメインを紐付けて、
ネットワーク管理を容易にするダイナミック DNS 機能の提供を 2018 年 3 月よりスタートさせ、今回さらなる利便性を実現す
る大幅な機能拡張を図った。サービス料：無償（UNIVERGE IX シリーズ、UNIVERGE WA シリーズ、UNIVERGE Aspire シリー
ズを利用することが条件）　お問い合わせ先：E-mail:nm-contact@necpf.jp.nec.com

（URL: https://www.necplatforms.co.jp/press/201808/20180801_01.html ）

ＮＥＣプラットフォームズが企業向けネットワーク機器をクラウド上で一元的に運用管理する無償サービ
スを開始

IDC Japan ㈱は、国内商用ロボテックス市場におけるサービスロボットおよびドローンのユーザー利用動向調査結
果を発表した。同調査によると、産業用以外で活用されているサービスロボットを導入検討中の企業が想定するサー
ビスロボットの活用領域は、「受付／案内／接客」が 34.8％で最も高い結果になった。この結果から、店頭に設置し
顧客と対話するコミュニケーションロボットの需要が高いことがうかがえる。また、「工場内搬送」を担うサービス
ロボットの需要も高いことが分かった。また、ドローン導入を検討している企業が想定するドローンの活用領域にお
いては、「物流センター／倉庫内物品検査」が 39.4％と最も高いことが分かった。一般的にドローンは屋外利用が想
定されているが、今回の結果では、屋内での活用にも期待していることが明らかになった。物流センターや倉庫内の
物品検査にドローンを活用することによって、人やサービスロボットでは困難な垂直移動による物品のバーコード読
み込みなどの物品管理作業を可能にすることが期待される。

（URL: https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20180822Apr.html ）

ＩＤＣＪａｐａｎが国内サービスロボット／ドローンユーザー利用動向調査結果を発表

　

TOA ㈱は、IP ネットワーク経由でフル HD 画質の高精細映像を配信する防犯カメラシス
テム「TRIFORA シリーズ」の第 2 世代を 2018 年 7 月 13 日に発売、カメラは同年 8 月 2 日
より販売開始した。TRIFORA シリーズは、LAN などのネットワークに直接接続し、映像の
監視・制御を行う映像ネットワークシステムである。今回、カメラ本体が 9 機種、撮影映像
を記録・再生するレコーダーが 6 機種、リモートビューアーユニット等関連製品が 5 機種の、
計 20 機種を新発売した。フル HD（1920 × 1080pixel）画質の高精細映像を、最大 30fps のフ
ル動画でライブ表示できる本シリーズ。今回新発売の機種では、レコーダーの HDD 大容量
化と、画像圧縮方式と H.265 の採用により、TOA ㈱従来機種以上の長時間記録が可能となっ
た。カメラは高機能シリーズと標準シリーズの 2 タイプを用途に合わせて選定できる。同一のネットワークに接続し
ているレコーダーの一括管理ができるリモートビューアーユニットを用いることで、最大でカメラ 1024 台のライブ
映像と録画映像が確認可能である。従来機種とも接続でき、システムの拡張性に優れ、大規模施設の監視用途にも対
応する。価格：オープン価格　お問い合わせ先：TOA ㈱　お客様相談センター　TEL:0120-108-117

（URL: https://www.toa.co.jp/products/news/2018/news2018-08-02nc.htm ）

ＴＯＡがネットワークカメラシステム「ＴＲＩＦＯＲＡシリーズ」の第２世代を新発売

N-C5850R3

エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト㈱は、2018 年 10 月より、ネットワークとセキュリティの機能をクラウド型
で提供するサービス SmartConnect Network & Security の新たなメニューとして、クラウド型 UTM を提供開始した。
本サービスは、お客さまの複数オフィス・拠点のネットワークをデータセンターで集約し、安価なセキュリティ対
策と効率的な運用を実現する。また、クラウド型 UTM の付加機能として、西日本電信電話㈱の VPN サービス「Biz
ひかりクラウドオールインワンネットワーク　フレッツ・VPN ワイド版」を提供する。これにより、インターネッ
ト接続とクラウド型 UTM をワンストップで利用できる。料金（税抜）：初期料金 100,000 円　月額利用料：1Gbps ベ
ストエフォート　35,000 円　2Mbps ～ 10Gbps　40,000 円～　お問い合わせ先：エヌ・ティ・ティ・スマートコネク
ト㈱　クラウドビジネス部　TEL:06-6147-5194

（URL: https://www.nttsmc.com/news/2018/20180802.html ）

ＮＴＴスマートコネクトが「ＳｍａｒｔＣｏｎｎｅｃｔ Ｎｅｔｗｏｒｋ ＆ Ｓｅｃｕｒｉｔｙクラウド型ＵＴＭ」の提供開始
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　楽天コミュニケーションズ㈱は、ワンクリックでつながる簡単・安全な Web 会議ソリューション「コネクト・ライ
ブ」を 2018 年 8 月 28 日より提供開始した。これまで楽天コミュニケーションズでは、「Chime Meetihgs（チャイム・ミー
ティングス）」という名称で Web 会議ソリューションを展開していたが、このたび名称を変更するとともに、一部機能
を強化し、新たなサービスとして提供する。「コネクト・ライブ」は、ブラウザだけで接続可能な WebRTC 技術をベー
スとした、クラウドサービス型の簡単 Web 会議ソリューションである。ソフトウェアのインストールやプラグインの
追加が不要で、パソコンと Internet Explorer や Google Chrome をはじめとした主要なブラウザさえあれば、ワンクリッ
クで誰でも簡単に使うことができる。また、モバイル端末にも対応し、社内外を問わず、パソコンがない環境でも会議
に参加することができる。特長は、①いつでもどこでも誰とでも、簡単につながるシンプル操作　②「働き方改革」や

「BYOD」を加速する、モバイル端末対応　③あらゆる機能をオールインワンパッケージ提供  初期費用：0 円　月額基
本料金（税別）：1,950 円 /ID（会議主催者あたり）最小 1ID 単位から契約が可能　最低利用期間 1 カ月　サービス紹介ペー
ジ URL: https://comm.rakuten.co.jp/houjin/connectlive/

（URL: https://comm.rakuten.co.jp/news/2018/20180828.html ）

楽天コミュニケーションズがＷｅｂ会議ソリューション「コネクト・ライブ」を新たに国内で提供開始

　キヤノンは昨今のスポーツ観戦や大規模施設における高輝度・大画面プロジェク
ター活用の拡大に伴い、超高輝度 10,000lm（センター）の超高輝度 4K プロジェクター
“LX-4K3500Z” など 3 機種を 2018 年 8 月 7 日より販売開始した。特長は、ネイティブ
4K 解像度（4096 × 2160 画素）に対応する 1.38 型 DLP チップを 3 枚使った超高輝度
レーザープロジェクターである。3 チップ DLP 方式により、色割れ現象が発生しな
い高画質なネイティブ 4K 映像をドットバイドットで忠実に再現し、その場にいるか
のような臨場感のある映像を最大1,000型の大画面に投写可能である。さらに青色レー
ザー光源 2 系統と赤色レーザー光源 1 系統、緑色蛍光体による 3 原色光源の採用により 40,000lm/30,000lm の超高輝
度とデジタルシネマを配給する際の世界統一規格「DCI-P3」に対応する広色域を両立する。価格（税抜）:LX-4K2600Z 
2,300 万円　LX-HD1200Z 600 万円　お問い合わせ先：キヤノンお客様相談センター　TEL:050-555-90071

（URL: https://cweb.canon.jp/newsrelease/2018-08/pr-lx4k3500z.html ）

キヤノンが超高輝度４０，０００ｌｍの “ＬＸ－４Ｋ３５００Ｚ”などプロジェクター３機種を発売

LX-4K3500Z

　㈱ナカヨは、近年、テレワークや固定電話を必要としないオフィスが増加傾向にあること
を受け、PCなどを利用した業務を想定したUSBハンドセットを開発した。ビジネスホンメー
カとして長年培った電話機開発のノウハウを採用し、音声品質と操作性に優れた USB ハン
ドセット「NYC-USB-HS」を 2018 年 8 月 28 日から販売開始した。特徴は、① USB 接続に
よりハンドセットを PC に接続して使用する仕様である。PC 電話使用時に従来主流であっ
たヘッドセットを装着せずに快適な通話を行うことができる。②ソフトフォンの PC 画面を
操作することなく、ハンドセットのボタン操作だけで、簡単でスピーディな電話対応が可
能になる。③軽量・省スペース設計の、設置場所を選ばない、手になじみやすい形状のハ
ンドセットである。④ 7 色対応の着信ランプを搭載、着信時にはランプでお知らせし、スピー
カーより着信音を送出する。⑤各種ソフトフォンとの接続用に SDK をナカヨより無償で提
供する。標準価格（税抜）：20,000 円 / 台　お問い合わせ先：㈱ナカヨ　営業統括部　TEL:03-6433-1141

（URL: http://www.nyc.co.jp/release/2018_release/NYC_USB_HS.pdf ）

ナカヨがＵＳＢハンドセット「ＮＹＣ-ＵＳＢ-ＨＳ」を発売

USBハンドセット
NYC-USB-HS

　㈱ディー・エヌ・エーは、小学校低学年向けプログラミング学習アプリ「プログラミングゼミ」にて、本格的なゲーム作
りが学べるコンテンツ「コラボ！逆転オセロニア」を 2018 年 8 月 28 日に公開した。今回「プログラミングゼミ」に新たに
公開された「コラボ！逆転オセロニア」は、DeNA のオリジナルゲームタイトル『逆転オセロニア』のキャラクターが登場
し、HP などのバトル要素を追加したプログラム学習コンテンツで、算数の少数やグラフ、プログラミングの変数の概念を理
解できる小学校高学年以上を対象にしている。Lv1 から Lv2 までのステップを順番に学んでいくことで、“ 駒を盤の正しい位
置に置く ”、“ 対戦相手のターンをつくる ”、“ 勝ち負けを計算し調べる ” 等の動きをビジュアルプログラミングで学べる・また、
Lv10 からは一人でも遊べるソロプレイ（CPU 対戦）機能を学ぶことができ、子どもたちが普段 PC やスマートフォン、タブ
レットなどで遊んでいるゲーム機能の裏側をわかりやすく学ぶことができる。利用料：無料　プログラミングゼミ公式 HP：
https//programmingzemi.com/

（URL: https://dena.com/jp/press/004382 ）

ディー・エヌ・エーがプログラミング学習アプリ「プログラミングゼミ」で本格的なゲーム作りが学べる
コンテンツを提供開始
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業界ニュース　9月 

　IDC Japan ㈱は、国内ネットワークサービス利用動向に関する企業アンケート調査結果を発表した。これによると、
企業は、次世代移動通信システム 5G を IoT で活用することに大きな期待を持っていることが分かった。今回の調
査では、回答企業に 5G がビジネスにどのように役立つと期待しているかを尋ねた。その結果、「単純に通信料を削減」

（第 1 位）、「モバイルアクセスの快適性向上」（第 2 位）に次いで、「IoT デバイスによる膨大なデータ取得／活用」「ネッ
トワークを介した低遅延のシステム制御／自動化」「膨大な数の IoT デバイスの接続」の 3 つの IoT 関連項目が第 3
位～第 5 位を占める結果となった。第 1 位の「単純に通信料を削減」と第 2 位の「モバイルアクセスの快適性向上」
はいずれも、ネットワークに対するニーズ調査で常に上位に挙がる項目で、これらに関しては今回も順当な調査結
果であったと言える。また、IoT 関連項目が第 3 位～第 5 位であったことは、5G が IoT 領域での活用を前提とした
新規格であるとの認識が市場に浸透しており、かつ期待が高まっていることを裏付けるものであると、IDC では考
えている。特に第 3 位が「IoT デバイスによる膨大なデータ取得／活用」であったことは、「IoT ×データ分析」に
よる新たな価値創出への高い期待を示すものである。

（URL: https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20180906Apr.html ）

ＩＤＣＪａｐａｎが国内ネットワークサービスの利用に関する企業調査結果を発表

　NEC ネッツエスアイ㈱は、㈱ CHO&Company が提供する防犯／監視カメラソリューション「MORECA」を販売
開始した。「MORECA」は、1 つの筐体に監視用カメラと LTE ／ 3G 通信モジュールおよび録画機能を一体化したモ
バイル監視カメラである。別途の通信工事が不要のため、電源があれば簡単に設置可能であり、有線の通信ネットワー
クの工事が難しい山間部などの地域や、移転・移設が頻繁に発生することが多く、都度工事が発生し、コストがかさ
んでいた建設現場やイベント会場、河川や溜池の水位監視用途にも幅広く利用できるソリューションである。閲覧は、
クラウド経由で PC、スマートフォン／タブレットから簡単にできるため、カメラ以外の機器が不要であり、初期コ
ストも低く抑えることができる。また、多種のモバイル回線を使用できることに加え、映像にはモバイル環境に適し
た低ビットレートに圧縮し最適化した状態で送信するため、狭い帯域幅でも比較的高い映像品質が実現され、回線コ
ストの節約が可能である。お問い合わせ先：NEC ネッツエスアイ㈱　テクニカルサービス事業本部　テクニカルサー
ビス販売推進本部　TEL:03-6699-7191

（URL: http://www.nesic.co.jp/news/2018/20180903.html ）

ＮＥＣネッツエスアイが設置簡易なモバイル監視カメラソリューション「ＭＯＲＥＣＡ」の販売開始

NTT コミュニケーションズ㈱は、企業の「働き方改革」を実現するソリューションの拡充に向けて、社内外の
連絡先や企業内のさまざまなコミュニケーションツールをまとめ、簡単・スピーディーに相手の状況に合わせたコ
ミュニケーションが可能な「コミュニケーション・ポータル」であるクラウド電話帳サービス「連絡とれるくん」を
2018 年 9 月 19 日より提供開始した。特徴は、①バラバラだった社内外の連絡先情報を安心・安全にクラウドで一元
管理　②さまざまなサービスと連携し、利便性が高くスムーズなコミュニケーションを実現　利用料金・お申込み方
法：NTT コミュニケーションズ㈱営業担当者　お問い合わせ先：ボイス＆ビデオコミュニケーションサービス部　
サービス企画部門　TEL：03-6700-9080
（URL: https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2018/0919.html ）

ＮＴＴコミュニケーションズが「コミュニケーション・ポータル」を提供開始

NEC プラットフォームズ㈱は、通信機能を持たない機器に対して、LTE 網や 3G 網を介
したネットワークアクセスを実現する、小型で設置容易性に優れた M2M アダプタ「EA01A」
を 2018 年 9 月 20 日より販売開始した。本製品は、あらゆる機器をネットワークで繋ぐ IoT
システムの構築や、クラウドサービスとの連携など、機器のネットワーク接続のニーズは近
年ますます高まっているが、回線工事のコストや設置場所、通信機器の大きさの制限などで
実現困難というお客様の課題を解決する LTE ／ 3G 対応の M2M アダプタで、LAN インタフェース、小型（カードサイズ）、
内蔵／外部アンテナの選択による設置容易性と動作温度 -20 ～ 60℃の耐環境性を活かし、遠隔監視・遠隔保守などの用途
や緊急時のバックアップの回線での利用、また、現在使用している ISDN デジタル通信回線・PHS 回線の代替手段として
も活用できる。販売価格：オープン価格　お問い合わせ先：NEC プラットフォームズ㈱　お問い合わせフォームから
（URL: https://www.necplatforms.co.jp/press/201809/20180920_01.html ）

ＮＥＣプラットフォームズが様々な機器のＬＴＥ／３Ｇ通信を容易に実現する
小型Ｍ２Ｍアダプタ「ＥＡ０１Ａ」を発売

M2Mアダプタ「EA01A」
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　㈱大塚商会は、PC の利用時間を決められた時間のみに制限する PC 利用時間管理ソリューションパッケージを
2018 年 10 月 1 日より販売する。本ソリューションは、利用者が勤怠システム上で残業申請を行うと、PC の自動シャッ
トダウンシステムも申請データを自動で取り込み、残業許可が出た時間のみ PC の利用が可能になる。申請が無い場
合は指定時間のみしか PC が利用出来ず、長時間労働是正が可能になる。また、管理者は残業申請と PC 利用時間申
請を一元的に承認することができるので、管理工数を削減することができる。企業はパッケージとして導入できるの
で、安価で短期間にシステムを構築することが可能となり、従業員の適正な労働を促進するとともに、隠れ残業を防
止することができる。価格（税別）：ソフトウェア 1,501,000 円／ 50 ユーザー　ソフトウェア保守　193,500 ／年　お
問い合わせ先：㈱大塚商会　業種 SI プロモーション部　業種インフラ推進課　TEL:03-3514-7860

（URL: https://www.otsuka-shokai.co.jp/corporate/release/2018/180926.html ）

大塚商会がＰＣ利用時間管理ソリューションパッケージを販売開始

　

　㈱ PFU は、世界シェア No.1 の業務用イメージスキャナー「fi シリーズ」の新製品、
「fi-7300NX」を 2018 年 9 月 4 日より販売開始した。本製品は、タッチパネル、有線／無
線 LAN 機能を搭載。無線 LAN は、イメージスキャナーとしては初めて 5GH ｚ帯に対応、
より安定した接続を実現した。これにより、クラウドを中心とした Web システムとシー
ムレスに連携する。業務処理に人手のかかる紙を「スキャンするだけ」でダイレクトに
業務システムへ連携、圧倒的な効率化でお客様の働き方改革をサポートする。また、運
用管理は、全てサーバーで集中管理が可能。従来のスキャナーとは異なり、PC レスで
のスキャンや、Web システムからの直接スキャンに対応した。更に、IC カードを使用した NFC 認証やユーザー名／
パスワード入力によるユーザー認証にも対応。ユーザーに応じたジョブメニューの表示により、1 台の「fi-7300NX」を
複数のユーザーが使用する場合の使いやすさやセキュリティ面にも配慮している。これら特徴的な機能をお客様のシス
テムやソリューションに合わせて、カスタマイズ・組込みを可能とする各種 API も用意した。本体製品価格（税抜）：
140,000 円　お問い合わせ先：㈱ PFU　イメージングサービス＆サポートセンター　TEL:050-3786-0811

（URL: http://www.pfu.fujitsu.com/news/2018/new180904.html ）

ＰＦＵが次世代イメージスキャナー「ｆｉ－７３００ＮＸ」を新発売

FUJITSU　Image　Scanner　
fi-7300NX

パナソニック㈱は、セキュリティシステム i-PRO EXTREME（ア
イプロ エクストリーム）シリーズの新製品としてコンパクトドーム 
ネットワークカメラ 4 機種を 2018 年 12 月より発売する。本製品は
小規模の店舗や、スペースが限られたところにも設置可能な、小型
コンパクトサイズ設計となっている。また、小型でありながら、広
角のレンズで広い範囲を撮影することができるため、エレベーター
の中や ATM の前など、被写体と近距離に設置しても、監視範囲を
確実に捉えることができる。さらに、内蔵マイクにより、映像とと
もに周辺の音声を集音することができる。i-PRO EXTREME シリー
ズの他のカメララインアップと同様に、カラーナイトビジョンによる低照度の環境下でのカラー撮影や、iA（インテリ
ジェントオート）、スーパーダイナミック機能を搭載しており、夜間や照明の暗い場所、照度差の大きい建物のエント
ランスなどでの監視にも活用することができる。価格：オープン価格　お問い合わせ先：パナソニックシステムお客様
ご相談センター　TEL:0120-878-410
（URL: https://news.panasonic.com/jp/press/data/2018/09/jn180921-1/jn180921-1.html ）

パナソニックがｉ－ＰＲＯ ＥＸＴＲＥＭＥシリーズ　コンパクトドームネットワークカメラ４機種を発売

「EPA738」の外観

　㈱日立情報通信エンジニアリングは、音声技術とセンサーからモノの情報を収集する IoT 技術を融合させたプラッ
トフォーム「日立データコレクション IC2000」を2018年9月28日より販売開始した。本プラットフォームは、センサー
からのモノの情報収集を電話線から行うことができる新しいプラットフォームである。さらに収集したセンサー情報
をもとに、音声技術を活用した状態応答とセンサー情報の見える化を実現することで、お客様の労働生産性の向上を
支援する。センサー情報を音声端末または受信機に通知することができるため、迅速な対応が可能となる。受信機は
7 色に変色するランプで情報の変化を表現し、その変化に応じた対応をすることもできる。さらにはモノの情報収集
により、今まで人手でおこなっていた記録業務（温湿度や位置など）を自動化できるため、お客様の業務効率化にも
役立つ。価格（税別）：日立データコレクション IC2000 主装置（1 台）1,554,000 円　BLE 受信機（1 台）30,000 円　
お問い合わせ先：㈱日立情報通信エンジニアリング　TEL:050-3163-5812

（URL: http://www.hitachi-ite.co.jp/news/2018/20180927.html ）

日立情報通信エンジニアリングが「日立データコレクション　ＩＣ２０００」を販売開始
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特集

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

「平成30年版情報通信白書」では、特集テーマを「人口減少時代の ICTによる持続的成長」とし、我が国の人口減
少する中でも持続的成長を図るために、新たな市場創造、グローバル需要の取り込み、生産性向上とそのための
組織改革、社会参加や労働参加の促進を通じた多様な生き方の実現などの観点から ICTの活用の状況を取り上
げ、分析しています。本特集では、本編380ページの中から業界関連を抜粋してご紹介します。詳細は総務省
ホームページをご覧ください。

総務省が「平成３０年版 情報通信白書」を公表しました
～特集テーマ　人口減少時代のＩＣＴによる持続的成長～

■平成 30 年版 情報通信白書の目次

第 1 部　 特集　 人口減少時代の ICT による持続
的成長

第 1 章　世界と日本の ICT
第 2 章　ICT による新たなエコノミーの形成（市場）
　　　　～広がる X-Tech による市場創造～
第 3 章　ICT による生産性向上と組織改革（組織）
　　　　～「攻めのICT 投資」による生産性向上～
第 4 章　ICT によるインクルージョン促進（人）
　　　　～多様な生き方「複属」に向けたICT活用～

第 2 部　 基本データと政策動向

第 5 章　ICT 分野の基本データ
第 6 章　ICT 政策の動向

■平成 30 年版 情報通信白書の公表方法
1．総務省ホームページへの掲載

URL：http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/
2．書籍の販売

主要書店、政府刊行物サービスセンター及び官報
販売所で販売。

3．電子書籍の公開
紀 伊 国 屋 書 店「Kinoppy」、 楽 天「Kobo」 及 び
Amazon「Kindle」の各電子書籍ストアで無料公開。

4．専用アプリの更新
スマートフォンやタブレットでの専用アプリを、
App Store 及び Google Play にて、無料公開。

［出典：「平成 30 年版情報通信白書」（総務省）
URL：http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/pdf/
index.html］

はじめに

　我が国では、少子高齢化が急速に進展した結果、2008 年をピークに総人口が減少に転じており、人口減少
時代を迎えている。需要を拡大させる方向として、「市場」の観点からは、ICT による新たな商品やサービス
の開発を通じて持続的な需要創出を図るとともに、企業の積極的なグローバル展開を通じて海外需要の取り
込みを図ることとなる。供給を拡大させる方向として、企業など「組織」の観点からは、労働投入の減少を
見据え、ICT 投資・利活用により企業の生産性向上を図っていくこととなる。加えて、その前提となる ICT
利活用を最適化するための組織変革も必要である。社会面では、「人」の観点として、多様な生き方を実現す
る「複属」を図るため、ICT を通じた人と人との結びつきの促進や、女性や高齢者などの ICT を活用した就
業環境整備による労働参加の拡大、それを可能とするための ICT 教育・人材育成による労働の質向上がある。
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第1章 世界と日本の ICT

　日本を含む世界の ICT 市場について、市場のレイヤー分類に基づき、近年の動向等を概観する。全体的に
は、「ネットワーク」、「端末」の下位レイヤーの市場は、既に世界的に普及している固定・移動体ネットワー
クを中心としてその規模は大きいが、成長率の観点からはとりわけ「端末」レイヤーは低く、スマートフォ
ンを中心に急速に成長してきた「人」向けデバイスの成長は、今後鈍化することが予想される。他方「コン
テンツ・アプリケーション」や「プラットフォーム」の上位レイヤーの市場は、現在の市場規模は前述の下
位レイヤーと比べて小さいが、成長率が高いことから、今後 ICT 産業の付加価値は全体的に上位のレイヤー
の関連へとよりシフトしていく可能性が高い。「ネットワークサービス市場」では、固定通信では、固定ブ
ロードバンドサービス契約数が堅調に増加してきたが、今後は成長の鈍化が見込まれる。また、移動体通信
は、2G、3G、4G と技術の進展に伴ってサービスの高速化・大容量化が進むとともに、契約数が増加してきた。
先進国での普及率は高止まり、成長は鈍化しているが、今後もアフリカやアジア等の新興国では増加が続い
ていくと見込まれる。

第2章 ICT による新たなエコノミーの形成（市場）：広がる X-Tech による市場創造

　企業や組織は、何らかのあるいは複数のビジネスエコシステム（ビジネスの生態系）において存在している。
まず、ビジネスエコシステムの変化の起点となる要素として 3 つ挙げられる。
　1 つ目が「オープン化の進展」である。オープン化とは、従来情報システムやソフトウェアの分野で用い
られてきた概念であり、自社や特定のベンダー等の独自仕様で構成されたシステムを標準規格などで置き換
えたり、使用や接続方法を外部に公開したりすることを意味する。2 つ目が「多様なプレーヤーの参加」で
ある。市場の成熟化等を背景に、多様な要素を組み合わせた新たな付加価値を提供する上で、一企業で完
結させることがより難しくなっていることから、既存の業種や業界を超えた連携が不可欠になり、多様なプ
レーヤーが事業等に参加することが当たり前になりつつある。3 つ目が「交換する価値形態の多様化」である。
AI・IoT 時代では、「データ」や「モノ」、「処理」など従来の貨幣価値とは異なる価値形態の交換が行われ
つつある。
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第3章 ICT による生産性向上と組織改革（組織）：「攻めの ICT 投資」による生産性向上

　各国企業の ICT の導入状況について情報通信ネットワークや社内システム、情報通信端末、情報通信発信
環境等、基本的な ICT 基盤を対象に比較した。日本企業で「導入済み」と回答した割合（導入率）は 70.2％
であり、他国と比べて 10％～ 25％低い水準であった。特に欧州企業の導入率は 90％以上と高い水準となっ
ている。導入している ICT は、社内のネットワーク化や PC の利用、外部向けホームページの開設といった
項目で初外国より導入率が高い一方で、社外も含めたネットワーク化や BYOD（従業員が自身で保有する端
末を業務に使用すること）の許可、e コマース機能を持つホームページの開設、SNS の活用といった先進的
な ICT の導入率は、他国と比べると低い状態である。

第4章 ICT によるインクルージョン促進（人）：多様な生き方「複属」に向けた ICT 活用

　人口減少期に入った我が国において懸念される課題は、「人」の観点からも様々なものがある。これらの
課題を解決する上で重要なのが、多様な人々を受け入れる「インクルージョン（包摂）」である。
　◎ ICT による地域のつながり構想：ソーシャルメディアなどの ICT プラットフォームを介して同じ地域
の人々が交流をすることで、地域内の課題や個人の抱えている課題を可視化し、それらの課題の解決策を持
つ人や、手助けができる人の助けたい意向と結びつけることで地域内で住民同士が助け合う関係の構築に役
立つ可能性がある。
　◎職場で利用されるビジネス ICT ツール：働き方改革への関心の高まりなどを背景に、職場における業務
を円滑に行えるようにするためのビジネス ICT ツールの利用にも関心があつまっている。職場のコミュニ
ケーションの円滑化や労務管理などのために、様々な機能を持ったビジネス ICT ツールが開発、利用されて
いる。
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第5章 ICT 分野の基本データ

　情報通信に係る 2016 年度の売上高は 48 兆 99 億円（全体の売上高は 71 兆 9,756 億円）で、構成割合をみると、
電気通信業が 35.1％（前年度差 0.5 ポイント上昇）、ソフトウェア業が 31.0％（前年度差 0.5％低下）、情報処理・
提供サービス業が 12.1％（前年度差 0.4 ポイント上昇）となっている。情報通信業を営む企業（主業か否か
を問わず少しでも情報通信業を営んでいる企業をいう）の数は 5,519 社で、営業利益は 6 兆 1,015 億円、営業
利益は 6 兆 4,894 億円、保有子会社・関連会社数は 10,842 社となっている。

第6章 ICT 政策の動向

　日本の構造変化に伴う課題がより一層顕在化する 2030 ～ 2040 年頃の未来を展望しつつ、新たな情報通信
政策の在り方について検討を行うため、「IoT 新時代の未来づくり検討委員会」を平成 29 年 11 月に設置した。
本委員会では、2030 年代に実現した未来の姿を具体的にイメージし、目指すべき社会を検討した上で、そこ
から逆算する形で、ICT 産業の競争力向上や経済・地域社会の持続的な発展、未来に求められる人材育成の
ための教育の在り方や高齢者・障害者に対する ICT 利活用支援策等を検討し、平成 30 年 6 月、アグレッシ
ブな ICT 導入により「変革の実行」に繋ぐための改革プランとして、「未来をつかむ TECH 戦略」をとりま
とめた。
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NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、そして楽天
の携帯キャリア 4 社は 2019 ～ 20 年にかけて、5G（第
5 世代移動通信規格）サービスを相次いでスタートす
る。通信は常に技術革新を繰り返す新陳代謝の激し
い世界だが、5G の登場とほぼ時期を同じくして、か
つて一世を風靡した通信規格が表舞台から姿を消す。
　モバイルでは、ソフトバンクが 2020 年 7 月、法
人向けのテレメタリングを除く PHS の全サービスを
終了する。具体的な時期は明らかにされていないが、
テレメタリングについても遠くない将来、サービス
提供が終わると見られる。一方、有線では固定電
話の IP 網への移行に伴い、NTT 東日本／西日本は
ISDN「INS ネット ディジタル通信モード」を 2024
年 1 月に終了する。
　INS ネットの契約数は、NTT 東西合わせて約 210
万回線（2018 年 6 月末時点）。このうち約 9 割が法人
ユーザーとなっている。
　「広いカバーエリア」「帯域保証型」「低コスト」「短
い開通期間」といった特徴から、銀行の ATM、POS（販
売情報管理システム）、CAT（信用照会端末）、EDI（電
子商取引）、企業の EB（電子バンキング）、監視カメ
ラの映像通信などに活用され、重要データの送受信
に使われているケースも多い。
　IP 網への移行が遅れれば、事業そのものや、場合
によっては企業経営にも影響を及ぼしかねない。シ
ステムの更改時期などのタイミングも考慮し、NTT
東西では迅速な移行を推奨しており、そのために様々
なマイグレーション方法を提案している。

■一長一短の ISDN 代替策

　ISDN の有力な代替策の 1 つに、光回線「フレッツ
光」への移行がある。

　光回線は最大 100Mbps ～ 1Gbps の高速通信が可能
で、大容量データの送受信にも適する。その安定性
から、NTT 東西は POS や CAT、EDI の移行策とし
て推奨しているが、ベストエフォート型のため、利
用状況によって通信速度が変化するという課題もあ
る。
　一方、IP 電話サービス「ひかり電話」を活用したデー
タ通信サービス「データコネクト」は帯域保証型な
ので、フレッツ光などのベストエフォート型よりも
低遅延・低データ損失で通信することが可能。利用
帯域によって料金は異なるが、64kbps までの場合、
30秒あたり1円とINSネットより安価だ。しかし、デー
タをやり取りする双方がひかり電話に加入し、専用
機器やアダプターを用意する必要がある。
　このほか、IP-VPN サービスによる移行もある。
　NTT 東日本の「フレッツ・VPN プライオ」は、ベ
ストエフォート通信に加え、優先的にパケットを転
送する帯域優先機能も備えている。ただ、データコ
ネクトと同様、送受信者の双方が同サービスを契約
していないと、優先制御機能を利用することはでき
ない。また、月額利用料金もISDNより大幅に高くなっ
てしまう。
　そもそもデータコネクトや IP-VPN で ISDN を IP
網に移行した場合、従来の ISDN 端末はそのまま利
用できないため、端末を更改する必要がある。また、
いずれも光回線を別途契約しなければならず、光回
線が敷設されていないエリアでは利用できない。
　このように、固定通信による ISDN の代替にはい
ずれも一長一短があり、ISDN の特徴すべてを網羅し
たサービスは現状では存在しないのが実状だ。
　そこで NTT 東西は補完策として、メタル IP 電話
上でのデータ通信を提供する（図表1）。IP 網への移

業界特集

ISDN/PHSから IP網へのマイグレーションにコストをかけたくない企業は多い。そこで注目が集まっている
のが、既存の端末や設備を活かせ、通信コスト削減などのメリットもある移行ソリューションだ。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

対応急がれるＩＳＤＮ/ＰＨＳマイグレーション
モバイルへの移行でビジネス発展
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行後も既存のメタルケーブルを利用し、端末も ISDN
端末をそのまま使うことが可能だ。ただし、INS ネッ
ト ディジタル通信モードとはまったく同一の品質と
はならないうえ、2027 年頃までの限定的な提供にと
どまることを考慮する必要がある。
　こうした状況を踏まえ、NTT 東では「業界ごとに
推奨されている方式も鑑みて、案件ごとに適したマ
イグレーションを提案するようにしている。モバイ
ルも選択肢の 1 つ」という立場を取る。
　変換アダプターや IoT ルーターによる 3G/LTE へ
のマイグレーションを実現する代表的な製品には、
セイコーソリューションズの「CA-7100 シリーズ」
や日本制禦機器の「Dataway NEXT」などがある。
　これらはいずれも、センター側や接続する拠点側
にアダプターを設置するだけで、IP 網への置き換え
が完了するというものだ。簡単かつスピーディなマ
イグレーションが可能なうえ、既存の設備や端末は
そのまま使い続けることができるので、コスト削減
にもつながるとして、注目が高まっている。
　ISDN は、例えば「INS ネット 64」であれば、最大
64kbps の 2 回線、同 16kbps の 1 回線というように同
時に複数の通話・通信を行うことができる。この特
徴を活かし、ヤマハでは自社のルーターを使い、拠
点間のデータ通信のバックアップ回線と電話に ISDN
の活用を推奨してきた。
　そのバックアップ用の ISDN に適したマイグレー
ション方法として、同社は 3G/LTE 内蔵 VoIP ルー
ター「NVR700W」によるモバイル回線への移行を提
案している。

　NVR700W は ISDN ポートの代わりに本体に ONU
ポートを装備しており、小型 ONU を挿すことで、据
置型の ONU を別途設置する必要なく 1 台で光回線に
接続できる。
　マイグレーション後のシステム構成としては、デー
タ通信の場合、主回線の光は変更せず、バックアッ
プ回線を 3G/LTE に変更することで以前と同じよう
に冗長化を実現する。さらに、ISDN にはない利点
として、NTT ドコモおよび MVNO の SIM カードを
SIM スロットに内蔵できるので、目的や用途に合わ
せて多様なプランから選択することが可能だ。
　一方、電話のマイグレーションの場合、固定電話
網の主回線をひかり電話に、主要拠点間の副回線は
光回線による IP 電話のままで、その他の拠点間の副
回線に 3G/LTE を用いる構成にすると、データ回線
と VoIP による無料内線電話を同時に利用することが
できる。
　モバイルをバックアップ回線として利用するメ
リットには、プランの豊富さや低額での利用、物理
的な冗長化の他に、障害対策や BCP 対策としての側
面もある。
　「企業や自治体の中には、非常用の回線や電話を別
途用意しているところもあるが、いざというときに
混乱してしまい、上手く使えないことが多い。日頃
から内線電話として使い慣れておけば、非常時でも
安心して使いこなすことができる」とヤマハ 音響事
業本部 事業統括部 SN 事業推進部 国内営業グループ
主事の細江誠一郎氏は話す。

図表1　「メタル IP電話上のデータ通信」(補完策 )の概要
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■ PHS からのマイグレはコスト重視

　次に、PHS のマイグレーションについて見ていく
ことにする。
　M2M の時代から自動販売機やエレベーターの遠隔
監視などに利用してきた企業は、「低コスト」「低消
費電力」「導入の容易さ」といった PHS の特徴の中
でも特にコスト面を評価する傾向にある。既存の端
末や設備をそのまま使い続けたい、マイグレーショ
ン後も毎月の通信コストを低額に抑えたいという
ニーズも ISDN の導入企業よりさらに強い。このため、
端末や設備を変更する必要がなく、安価に IP 網への
移行を実現できる方法が中心となる。
　NEC マグナスコミュニケーションズが 10 月 24 日
に販売開始した音声対応 LTE ルーター「uM320V」
は、PHS 等のアナログ音声信号を IP に変換する製品
だ。LAN インターフェースも備えており、音声通信
とデータ通信の併用もできる。 
　uM320V は内部に非常用バッテリーを搭載できる
ため、災害などによる停電発生時でも約 35 分間通信
を行える。また、－ 20℃～＋ 50℃の動作環境にも対
応（バッテリー充電中は 0 ～＋ 40℃）。本体をボック
スなどに入れて設置すれば、屋外の過酷な環境でも
利用可能だ。
　これらの特徴から、銀行やコンビニの ATM、ビル
やマンションのエレベーターなどの緊急用予備出し
電話に使われている PHS の LTE へのマイグレーショ
ンでの活用を想定しているという。
　NEC マグナスでは、PHS 等のシリアル通信を IP
化する製品として、LTE アダプター「uM70L」も提
供している。
　例えばコインパーキングの精算機は、RS-232C な

どのシリアル通信インターフェースから PHS（ある
いは ISDN）を経由し監視サーバーに接続する。その
PHS の LTE への移行では通常、シリアル通信で接続
している顧客の端末を IP 化したうえで LTE 通信し、
監視サーバーも IP 対応しなければならない。
　これに対し、uM70L は WAN 側のインターフェー
スとして RS-232C を標準搭載しており、PHS で利用
中のシリアルデータを IP 化し、LTE への移行を実現
する。さらに、専用のゲートウェイをセンター側の
設備に接続することで、その設備を最大限有効に活
用できる。
　NEC マグナスは約 20 年間にわたり PHS を利用し
た監視システムなどを提供してきた。「10 年以上前の
装置でも何の問題もなく、このまま壊れるまで使い
続けたいという企業が多い」とネットワーク事業部 
営業部の川島香織氏は説明する。
　今ある設備や端末はそのまま使えるだけでなく、
LTE への移行により通信プランの選択肢が増えたり、
エリアが拡大するといったメリットもある。NEC マ
グナスでは、これらのメリットを訴求し、PHS ユー
ザーのマイグレーションを進めていこうとしている。

NECマグナスコミュニケー
シ ョ ン ズ の LTEル ー タ ー

「uM320V」は、エレベーター
や ATMの 緊 急 用 予 備 出 し
電話に使われている PHSの
LTEへのマイグレーションに
適する

LTEル ー タ ー「uM70L」は、
コインパーキングの精算機な
ど、PHSのシリアル通信の IP
化を実現する

ヤマハの3G/LTE内蔵 VoIP
ルーター「NVR700W」は、小
型 ONUを挿すことで、1台
で光回線に接続できる



15

（出典：テレコミュニケーション November 2018）

■システム設計やコンサルも重要

　IoT ルーターを提供しているベンダーの中には、
「ネットワークは専門外」という企業が少なくない。 
しかし、「IoT ルーターによる移行には、ネットワー
クを含むシステム全体の設計など専門的なスキルが
必要。コンサルティングのスキルも求められる」と
MI 代表取締役の石橋真吾氏は指摘する。
　MI は、M2M/IoT ルーター「AirREAL シリーズ」
を使い、ISDN/PHS から 3G/LTE への置き換えを実
現するソリューション「AirGATE」を提供している。
　AirREAL は自社開発している製品で、4 つの自己
修復機能を備えたスタンダードモデル「AirREAL
＜ Type-A/B ＞」以外にも、小型化モデル、Wi-Fi
搭載のアクセスポイント機能を搭載したモデルなど
ニーズに合わせて多様なラインナップが揃っている。
AirGATE は、現場側の ISDN TA（ターミナルアダ
プター）や PHS モデムをこの AirREAL に差し替え、
システム側ではサーバーにソフトウェアモデムをイ
ンストールし設定変更するだけで IP 網への移行が完
了する（図表2）。
　MI では端末やセンサーだけでなく、ネットワーク
やサーバー、クラウドなど IoT のすべてのレイヤー
をワンストップで提供している。例えばネットワー
クであれば、インターネットに接続しない閉域網も
用意しているので、よりセキュアな環境を構築する
ことができる。
　また、社内には専任のネットワーク部隊がおり、
システム全体の設計や構築、コンサルティングを担

当している。サポートや保守も充実しており、ルー
ターだけでなくネットワークやクラウドなどのコン
サルティングにも対応する。トラブル発生時には、
AirREAL に内蔵されている Linux サーバーの接続ロ
グを活用し、リモートから正確に原因を切り分ける
ことが可能だ。
　このように、IoT ルーターだけではない点が、他社
との差別化になっているという。
　ISDN や PHS がサービスを終了することが確実
である以上、それらの回線を利用している企業に
とってマイグレーションは避けて通ることはできな
い。とはいえ、単に移行するだけでは、コストをか
ける意味を見出しにくいのも事実だ。導入企業にとっ
て、コストを削減したりビジネスの発展につながる
といった＋αのメリットをもたらすかどうかが、マ
イグレーションの鍵を握りそうだ。

図表2　PHSから3G ／ LTEへの移行イメージ

MIの M2M/IoTルーター
「AirREALシリーズ」は、
社内の開発部隊が開発して
おり、多様なニーズに対応
することができる
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NTT 東日本／西日本が提供する ISDN「INS ネッ
ト ディジタル通信モード」が、2024 年 1 月にサービ
スを終了する。
　POS レジや決済端末のデータ送信、EDI（企業間
電子商取引）、監視カメラの映像通信など、INS ネッ
トは今なお幅広い用途に使われているが、「2024 年は
まだ先の話」「具体的な移行方法はまだ考えていない」
という企業も少なくないようだ。
　しかし、ISDN に使われる部品の生産数は将来にわ
たってすでに決まっており、増産の予定もない。こ
のため、国内で唯一 ISDN 回線用 LSI を生産してい
るヤマハでは、計画的なマイグレーションの実行を
呼び掛けている。
　また、ネットワーク機器メーカーでもあるヤマハ
は、ブロードバンドにシフトし始めた ADSL 時代に
も、自社のルーター製品に ISDN ポートを搭載して
きた。「ADSL はサービス開始当初は通信が不安定で、
ISDN をバックアップ回線として利用するモデルを
提供したのが始まり。その後、他社も追随し、ISDN
ポートの搭載は今や業界のデファクトスタンダード
となっています」とヤマハ 音響事業本部 事業統括部 
SN 事業推進部 国内営業グループ主事の細江誠一郎氏
は説明する。
　ISDN の特長の 1 つに、複数通話・通信を行えるこ
とがある。「INS ネット 64」の場合、通信速度が最大
64kbps の 2 回線、同 16kbps の 1 回線を同時に使うこ
とができる。この点を活かし、店舗など中小規模拠
点を展開する企業などは、「RTX1210」に代表される
ヤマハの ISDN 対応ルーターを使い、拠点間のデー
タ通信と電話のバックアップに ISDN を活用してい
る。「障害時や災害発生時に通信を担保するバック
アップ回線を含めたソリューション提案には定評が
あります」（細江氏）。
　ISDN のマイグレーションには様々な方法があるが、
1 つのシステムでデータ通信と電話の両方を利用して

いる企業に対し、ヤマハでは 3G/LTE 内蔵 VoIP ルー
ター「NVR700W」によるモバイル回線へのマイグレー
ションを提案している。

■ 3G/LTE モジュール内蔵の NVR700W　
　安定性が向上しサポートも一元化
　NVR700W は小型 ONU に対応し、本体の ONU ポー
トに装着するだけで、据置型 ONU や VoIP アダプター
などを別途接続せずに光回線に接続できる。また、
内線 VoIP やインターネット電話に加えて、NTT 東
西のフレッツ光ネクスト「ひかり電話」などにも対
応する。さらに、本体に無線 WAN モジュールを内
蔵しており、USB ドングル型データ通信端末を用意
しなくても NTT ドコモや MVNO の 3G/LTE サービ
スを無線 WAN として利用することが可能だ。
　ヤマハが ISDN の代替手段としてモバイル回線に
着目したのは、10 年ほど前にさかのぼる。当初は市
販の USB ドングルを使用していたため、ファーム
ウェアで USB ドングルに個別対応する必要があっ
た。そもそも USB ドングルは外出時などに PC に挿
して使うことが想定された商品で、ルーターに繋い
で常時接続するような長時間動作させた場合、発熱
などにより動作が不安定になることがある。そのう
え、USB ドングルは製品サイクルが短く、長期にわ
たって使用すると USB ドングルの入手が困難になる
など、調達性にも課題があったという。
　2016 年 7 月に提供を開始した NVR700W は、「USB

データ回線のバックアップと電話に ISDNを活用している企業は意外と多い。ヤマハはこうした企業向けに、
3G/LTE内蔵 VoIPルーター「NVR700W」によるモバイル回線へのマイグレーションを提案している。コスト
削減に加えて、障害や災害発生時のバックアップ回線としての役割も果たすことができる。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

ヤマハ「ＮＶＲ７００Ｗ」
データ／音声に使用中のＩＳＤＮ移行問題
＋αのＢＣＰ対策で一石二鳥のマイグレ

（左から）ヤマハ 楽器・ 音響事業本部 音響事業統
括部 SN事業推進部 国内営業グループ金丸大海
氏、主任の矢部広大氏、主事の細江誠一郎氏

業界特集



17

ドングルで培ったモバイル移行に必要な機能を盛り
込んだ、ヤマハにとって集大成ともいうべき製品」
と楽器・音響事業本部 音響事業統括部 SN 事業推進
部 国内営業グループ主任の矢部広大氏は語る。
　NVR700W には 3G/LTE モジュールが内蔵され
ているため、組み込み用途にも適する。機能は標準
ファームウェアに搭載済みで、調達性や安定性にも
優れる。トラブル発生時などでも、サポート等をヤ
マハに一元化できる。回線の敷設（配線）を伴わな
いので、店舗など拠点の増減や移動の機会の多い業
種にも最適だ。

■エリアやコストで優位なモバイル
　非常用バックアップを日常使い
　それでは、モバイル回線によるマイグレーション
はどのようなシステム構成になり、他の方法と比べ
てどういったメリットがあるのだろうか。
　図表1は、データ通信のバックアップを ISDN か
ら 3G/LTE に移行した場合の構成を示したものだ。
主回線の光回線あるいは ADSL に障害が発生した際、
その回線と接続している NVR700W を通じて自動的
に 3G/LTE へと切り替わるようになっている。
　他の有力な移行方法として、ひかり電話を使った
帯域確保型のデータ通信サービス「データコネクト」
がある。
　データコネクトは遅延が少ない反面、主回線と同
一回線を利用することが多く、障害・災害時のバッ
クアップとしては不安がある。また、送信側と受信
側の双方がひかり電話に加入し、対応機器やアダプ
ターを用意しなければならず、そもそも光回線が敷
設されていないエリアでは利用することができない。
　この点、モバイル回線であれば、LTE のエリアは
99％以上でほぼ全国どこでも利用可能であり、しか
も NVR700W を各拠点に設置するだけで冗長化が完

了する。ISDN と比べてモバイルは月額料金も安価に
なる。しかも NVR700W はマルチキャリアに対応し
ており、利用シーンや用途に合わせて最適なプラン
を選択することができる。
　次に、電話のマイグレーションだが、PSTN ある
いは ISDN で構築している固定電話網を、主回線は
ひかり電話に変更し、主要拠点間の副回線は光回線
による IP 電話に、その他の拠点間の副回線はモバイ
ルでバックアップすると、データ回線も活用しなが
ら無料の内線電話を利用することができる（図表2）。
　企業や自治体の中には、緊急用の回線を別途用意
しているケースがある。しかし、「いざとなると混乱
しているため、上手く使いこなすことが難しい。日
頃から内線電話として使い慣れておけば、非常時で
も安心して使うことができます」と音響事業本部 事
業統括部 SN 事業推進部 国内営業グループの金丸大
海氏は話す。
　ヤマハのユーザー企業の中には、数百規模の店舗
を展開しているところが少なくない。拠点数が多い
と、それだけ拠点間の通話の回数も増え、無料内線
通話のメリットを実感できるという。
　ISDN のマイグレーションは設備やシステムの更改
を伴うだけに、後手に回りがちだ。昨今、国内では
各地で地震や台風など自然災害による大規模な被害
も頻発している。ヤマハのソリューションでコスト
削減とBCP対策という“一石二鳥”のマイグレーショ
ンをお薦めしたい。

■お問い合わせ先
ヤマハ株式会社

　ヤマハルーターお客様ご相談センター　
　TEL：03-5651-1330

URL：https://network.yamaha.com/

図表1　「ISDNバックアップ」を3G/LTEで
　　　　マイグレーション

図表2　「電話・拠点間 IP電話」をマイグレーション

（出典：テレコミュニケーション November 2018）
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新製品・新サービス

富士通ネットワークソリューションズが
「ダウンロード最適化 ｆｏｒ Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｕｐｄａｔｅ」を販売開始

本ソリューションは、国内総代理店契約を締結して
いる Relay2 Inc.（以下 Relay2 社）製の Wi-Fi アクセ
スポイントに実装した自社開発の専用アプリケーショ
ンとキャッシュ機能により、“ ネットワーク機器によ
るトラフィック削減 ” という、これまでにない新しい
アプローチで解決します。パソコンの規模に合わせた
最小限の設備で導入可能であるため、現状のネット
ワーク環境の大きな変更や各拠点へのサーバ配置によ
る導入コストや運用負担を大幅に抑えることができま
す。

■背景
2020 年 1 月の Windows 7 延長サポート終了を前に、

パソコンのリプレースに合わせた Windows 10 の導入
が増えていますが、導入後の Windows Update によ
る更新プログラムの大容量化や、トラフィック急増
による業務への影響が大きな課題となり、対策が求
められています。
　トラフィック削減の一般的な対策として、WSUS
サーバの拠点分散配置や P2P 型の配布による対策が
挙げられますが、いずれもコスト・運用負荷の増大
およびセキュリティ面で導入が難しいという課題が
あります。富士通ネットワークソリューションズ㈱
は、ストレージを搭載した Wi-Fi アクセスポイントに、
Windows Update のファイルをキャッシュする専用ア
プリケーションを実装することで、従来の課題を回
避しつつ、トラフィック削減を実現します。

■本ソリューションの特長、仕様
１．パソコン 2 台目以降のダウンロード時間を大幅

に短縮
　Wi-Fi アクセスポイント内に実装されたアプリ
ケーションとキャッシュ機能を併用することで、1
台目のパソコンがダウンロードしたファイル（KB
ファイル）を Relay2 社製の Wi-Fi アクセスポイン
ト（RA250）内に格納します。2 台目以降は Wi-Fi
アクセスポイントからクライアントの間だけで配

布が可能となり、ダウンロード時間を大幅に短縮
します。

２．ネットワークトラフィックの削減
　Wi-Fi アクセスポイントからクライアント間の
ファイル配布となる為、社内ネットワーク回線の
帯域を圧迫すること無く、ネットワーク帯域の最
適化を実現します。

■販売価格

※アクセスポイント設置に関する設計、工事、現調など
の費用は含まれておりません。

■お問い合わせ先
　富士通ネットワークソリューションズ株式会社
　総合受付窓口
　TEL:0120-20-7430

富士通ネットワークソリューションズ㈱は、Windows 10を導入する際の課題である Windows Updateトラ
フィックを解決する、新たなソリューション「ダウンロード最適化 for Windows Update」を2018年9月3日
より販売開始しました。

製品・サービス名 販売価格（税別）
アクセスポイントRA250

（128GB モデル） 188,000 円

クラウドWi-Fi サービスライセンス
（1 年ライセンス） 35,000 円

機能拡張オプションfor Windows 
Update

（1 年ライセンス）
13,000 円

図2　「ダウンロード最適化 for Windows Update」
導入前後のイメージ
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地方本部研修・セミナー　INFORMATION

北陸

平成 30 年度　技術セミナー

日程 平成 30 年 11 月29日（木） 定員 50 名程度
時間 13:30 ～ 15:00 受講料 無料

会場 株式会社ほくつう　5 階　研修室 1
（石川県金沢市問屋町 1-65）

申込み
方法

北陸地方本部事務局に「申込書」を請求
11 月20日（火）までに下記へお申込み下さい。
TEL：076-238-8384　FAX：076-237-6665
メール：hokuriku@itca.or.jp

研修
内容

次世代通信規格「5G」による将来的な活用方法を
理解し、新たな協業ビジネススキームを検討する。

問合
せ先

北陸地方本部事務局
TEL：076-238-8384　FAX：076-237-6665
メール：hokuriku@itca.or.jp

対象者 会員及び従業員

関西

IP 系ネットワーク基礎研修

日程 平成30年12月11日（火）～12日（水） 定員 8 名
時間 9 時 30 分～ 16 時 30 分 受講料 会員 43,200 円 非会員 64,800 円（教材費・税込）

会場 大阪府立東大阪高等職業技術専門校　　　　　
（大阪府東大阪市菱江 6-9-10）

申込み
方法

関西ＨＰより「申込書」を印刷して記入のうえ、　11
月20日（火）までに下記へ FAX でお申込下さい。
　FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

ネットワークの仕組みとIPアドレス（V4）について理解
し、ルーターの基本的な設定項目とその意味について
理解する。

問合
せ先

関西地方本部事務局　　TEL06-4256-7155　　
詳細は関西地方本部ホームページをご覧下さい　
http://www.itca.or.jp/kansai2/

対象者 ネットワークについて基礎から習得したい方。

関西

ネットワークセキュリティ基礎研修

日程 平成 31 年 1 月22日（火）～ 23日（水） 定員 8 名
時間 9 時 30 分～ 16 時 30 分 受講料 会員 43,200 円 非会員 64,800 円（教材費・税込）

会場 大阪府立東大阪高等職業技術専門校
（大阪府東大阪市菱江 6-9-10）

申込み
方法

関西ＨＰより「申込書」を印刷して記入のうえ、　12
月26日（水）までに下記へ FAX でお申込下さい。
　FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

セキュリティについての基礎知識と情報漏えいの一例
を体験して、情報漏えいについて実感し、知識と理
解を深める。

問合
せ先

関西地方本部事務局　　TEL06-4256-7155
詳細は関西地方本部ホームページをご覧下さい
http://www.itca.or.jp/kansai2/

対象者 セキュリティについて基礎から習得したい方。

中国

AUTO-CAD（P21 形式）技術者研修

日程 平成 30 年 12 月4日（火）～ 6日（木） 定員 10 名

時間 9:00 ～ 16:00 受講料 会員 15.400 円（教材費・税込） 
一般 27.000 円（教材費・税込）

会場 ポリテクセンター広島
（広島市中区光南 5-2-65）

申込み
方法

中国 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、11
月20日（火）までに下記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：082-569-9972

研修
内容

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

問合
せ先

中国地方本部事務局
TEL:082-569-9972　FAX:082-569-9972
※詳細は中国地方本部ホームページ

（http://cyugoku.itca.or.jp）をご覧ください。
対象者 Auto_CAD（P21 形式）　初心者を対象に研修を行います。

九州

九州地方本部 製品説明会

日程 平成 30 年 11 月16日（金） 定員 30 名
時間 15:00 ～ 17:30 受講料 無料

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

九州地方本部事務局に申込書を請求
TEL:092-584-5111 FAX:092-584-5115
メール :doi087@kyuoki.co.jp

研修
内容

サンテレホン株式会社、株式会社 髙文、ダイコー通
産株式会社による最新の製品を紹介して頂きます

問合
せ先

九州地方本部事務局
TEL:092-584-5111 FAX:092-584-5115
メール :doi087@kyuoki.co.jp

ITCAvol48本文-修正.indd   20 2018/10/30   16:07:46
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私たちＩＴＣＡは、情報通信設備に関する調査研究を行い、

会員の技術修得、業務拡大を支援し、公正かつ自由な

活動を通して、会員・業界と社会の発展に努めています。

一般社団法人

情報通信設備協会

ご加入に関するお問い合わせは電話・E-mailで
TEL:03-5543-2250			E-mail:info@itca.or.jp
URL:http://www.itca.or.jp

会 員 募 集 中 ！

関東

平成 30 年度第 2 回定例講演会（ＩＴＣＡセミナー）　 本部・関東地方本部　共催

日程 平成30年11月20日（火）
参加費 無料

時間 13:30 ～ 17:00（開場 13 時）

会場
メルパルク東京　4F　孔雀の間

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

申込み
方法

本部・関東 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、
下記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：03-5244-9711

講演 
内容

1.「固定電話のＩＰ網への移行後のサービス
　及び移行スケジュールについて」
　講師：東日本電信電話㈱　ビジネス開発本部
　　　第一部門ネットワークサービス　担当課長　
　　　山内　健雅　氏
2.「ドコモが目指す５Ｇによるデジタルトランス
　フォーメーション
　～５Ｇ時代の協創イノベーション～」
　講師：㈱ＮＴＴドコモ　取締役常務執行役員
　　　Ｒ＆Ｄイノベーション本部長
　　　中村　寛　氏

問合
せ先

本部・関東地方本部事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711
※詳細は本部・関東地方本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp/または
http://kanto.itca.or.jp）をご覧ください。

関東

平成 30 年度　中級ネットワーク技術者研修（情報ネットワークプランナーマスター資格取得）

日程 平成 30 年 11 月28日（水）～ 29日（木） 定員 10 名

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

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

申込み
方法

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

研修
内容

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

問合
せ先

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

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。

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

関東

平成 30 年度　無線ＬＡＮ技術研修（情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格取得）

日程 平成 30 年 11 月30日（金） 定員 10 名

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

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

申込み
方法

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

研修
内容

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

問合
せ先

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

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。

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

日程 平成 30 年７月５日（木） 時間 15：30 ～ 17：00会場 （株）カナック　会議室
■ ITCA 香川支部講演会の開催
香川支部主催で、平成 30 年 7月5日（木）に「香川支部講演会」
を（株）カナック会議室において開催しました。

・テーマ：「５G・IoT へのドコモの取り組み」
・講師　：（株）NTTドコモ四国支社ネットワーク部長
　　　　　「渡邊　理」様

当日の参加者は、支部会員を中心に「95 名」のご参加をいただ
き、NTTドコモが目指す５G・IoT の世界観や概要等、様 な々パー
トナー様との協力状況、５Gネットワークの展開イメージ等について、
NTTドコモ四国渡邊ネットワーク部長様の貴重なご講演をいただき
ました。
参加者の皆様は興味津 で々熱心に聞き入り、講演後の質疑応答
等盛大に終えることができました。

地方本部 　イベント報告

講演模様

新会員（平成30年8月22日～平成30年10月31日）

■通常会員

◎　会社名　　協和コミュニケーションズ株式会社
　　　　　　　（平成30年8月22日入会）
　　所在地　　宮城県名取市　
　　代表者　　後藤　英行　　
　　TEL　　　022-381-4424
　　事業内容　 携帯電話基地局工事、ケーブルテレ

ビ工事、一般電気工事、太陽光発電
工事、風力発電所工事、土木工事

◎　会社名　　栄光通信機株式会社　
　　　　　　　（平成30年8月22日入会）
　　所在地　　北海道札幌市　
　　代表者　　山田　清司　　
　　TEL　　　011-669-2233
　　事業内容　 通信機器、OA機器の販売・施工・

保守業務　

◎　会社名　　プライマリンク株式会社　
　　　　　　　（平成30年10月15日入会）
　　所在地　　東京都調布市　
　　代表者　　小山　允生　　
　　TEL　　　042-446-1420
　　事業内容　 ＮＴＴ所内での通信工事、データ

センタ内設備工事　

◎　会社名　　株式会社ＧＥＮＥＲＡＬ　
　　　　　　　（平成30年10月15日入会）
　　所在地　　神奈川県横浜市　
　　代表者　　兵頭　晋　　
　　TEL　　　045-507-6358
　　事業内容　 テナント、住宅、商業施設等の建築・

改修に関る電気工事一式、データ
センタ、局舎内での装機試験、移動
体基地局工事

◎　会社名　　株式会社通信ネットワーク　
　　　　　　　（平成30年10月15日入会）
　　所在地　　北海道旭川市　
　　代表者　　細川　敏彦　　
　　TEL　　　0166-35-3535
　　事業内容　 情報通信設備の販売、工事、保守
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委員会・理事会等模様

平成30年度第1回広報委員会模様
１．日時　　　平成 30 年 8 月 1 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　　松山仁副委員長、
　　　　　　　山田恭郎委員、渡邊秀治委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）広告事前受付状況
（2）その他　

平成30年度第1回セミナー検討合同委員会模様
１．日時　　　平成 30 年 8 月 24 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 12 対地接続）
３．出席者　　
　広報委員会【松山仁副委員長、
　　　　　　　山田恭郎委員、渡邊秀治委員】
　教育委員会【藤田義明教育委員長、
　　　　　　　長谷川浩正副委員長、河内康志委員、
　　　　　　　西部伸治委員、高木健委員、
　　　　　　　森山孝委員】
　業務委員会【今井秀昭業務委員長、石田延章委員、
　　　　　　　田中優治委員、吉本幸男委員、
　　　　　　　竹中光委員、麓譲委員、
　　　　　　　阿部准定委員、東條英紀委員】
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 30 年度 ITCAセミナー検討
（2）その他

平成30年度第2回セミナー検討合同委員会模様
１．日時　　　平成 30 年 9 月 10 日（月）
　　　　　　　15 時 00 分～ 16 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 18 対地接続）
３．出席者　
　広報委員会【栩谷晴雄委員長、山田恭郎委員、
　　　　　　　松本正幸委員】
　教育委員会【藤田義明教育委員長、
　　　　　　　長谷川浩正副委員長、河内康志委員、
　　　　　　　森山孝委員】
　業務委員会【石田延章委員、恒川純次委員、
　　　　　　　吉本幸男委員、竹中光委員、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）平成 30 年度 ITCA セミナー検討

（2）その他

平成30年度第3回理事会模様
１．日時　　　平成 30 年 9 月 19 日（水）
　　　　　　　10 時 00 分～ 10 時 30 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋他 8 対地）
３．出席者　　坪内和人会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　井上新一副理事長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長、
　　　　　　　山内明専務理事
　　　　　　　今井秀昭、長谷川浩正、樋口正仁、
　　　　　　　藤田義明、吉本幸男、江角　優、
　　　　　　　竹内　聰、の各理事
　　　　　　　平野　毅監事
4．坪内会長挨拶要旨
　日頃、協会運営にご協力頂きまして有難うござい
ます。各地方本部それぞれに厳しい経営環境の中で
課題を抱えての運営かと思われますが、東北地方本
部からの提案について議論をお願いしたい。
5．大輪理事長挨拶要旨
　本日はお忙しい中お集り頂きまして有難うござい
ました。急遽の理事会となるが、議案は東北地方本
部の 10 月 1 日付の事務局移転となる。
　議事録署人については、定款 34 条第二項により、
出席した代表理事及び監事となるので、坪内会長、
私大輪、平野監事となるのでお願いしたい。
6．議事内容

（議決事項）
（１）従たる事務所の所在地変更について
　山内専務理事から、従たる事務所の所在地変更に
ついて「資料－ 1」に基づき東北地方本部の事務局を
移転したい旨の説明がなされ、議長が議場に諮った
ところ異議なく承認議決された。
従たる事務所の移転について、下記のとおり移転す
ること
　対象事務所　東北地方本部　事務局
　旧　住　所　宮城県仙台市青葉区春日町 6 番 1 号
従たる事務所移転先　 宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山 5

丁目 6 番 15 号
移転の時期は平成 30 年 10 月 1 日とする。

（報告事項）
（１）平成 30 年度委員会名簿
　山内専務理事から、平成 30 年度委員会名簿「資料
－ 2」に基づいて報告がなされた。

（２）会議日程
　山内専務理事から、会議日程「資料－ 3」に基づい
て報告がなされた。
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平成30年度優秀施工者国土交通大臣顕彰を
建設マスター５氏・ジュニアマスター３氏が受賞

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

技術を持ち、後進の指導・育成等に多大な貢献をし

ている建設技能者の方を対象として、平成 4 年より
優秀施工者建設大臣顕彰を、また平成 13 年度から
は「優秀施工者国土交通大臣顕彰」に名称を変更し
て授与しています。平成 30 年度の被顕彰者 422 名
のうち、「電気通信工」部門では情報通信設備協会
会員から 5 名が選ばれました。優秀施工者は、建設
工事における名人、親方、師匠、熟練者であること
から、通称［建設マスター］と称されています。

また、平成 27 年度から 39 歳以下の優秀な建設技
能者を対象とした顕彰制度［建設ジュニアマスター］
が開始され、「青年優秀施行者土地・建設産業局長
顕彰」被顕彰者 101 名のうち、3 名が選ばれました。
10 月 5 日（金）に東京都港区芝公園のメルパルクホー
ルで顕彰式典が開催され顕彰状が授与されました。

■「建設マスター」「建設ジュニアマスター」について

　［建設マスター顕彰基準］

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

［建設ジュニアマスター顕彰基準］

　①技術・技能が優秀であること。

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

［選考方法］

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

受賞者紹介

［優優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）］

◎大谷 和信 氏　

会員名：株式会社群電（関東地方本部会員）
所在地：群馬県前橋市
主な推薦理由：
　電話設備・ネットワーク構築等の電気通信工事に
係わる工事に幅広く携わり、工事担任者アナログ第
1 種や第二種電気工事士の資格取得など自己研鑽を
積み、永年の職務従事により培った知識・技能を有
しており、特に電話交換機設置・LAN 配線・映像
設備設置・無線設備設置の技能に優れている。

◎東 隆盛  氏

会員名： 株式会社群電（関東地方本部会員）
所在地：群馬県前橋市
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主な推薦理由：
　電話設備・ネットワーク構築等の電気通信工事に
係わる工事に幅広く携わり、工事担任者 AI・DD 総
合種や第二種電気工事士の資格取得など自己研鑽を
積み、永年の職務従事により培った知識・技能を有
しており、電話交換機設置・LAN 配線・映像設備設置・
無線設備設置の技能に優れている。

◎宮内 智仁  氏

会員名： サンワコムシスエンジニアリング株式会社
（関東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　電気、電気通信工事に多く係わり、各種技術研修
を受講し、且つ NW 系資格 CCNA、CCNP、CCDA、
第 1 級陸上特殊無線技士の取得など努力を積み長年
にわたって職務の従事により養った電気、電気通信
工事の知識技能を有している。

◎服部 剛二  氏

会員名： 大和電設工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地：京都府京都市
主な推薦理由：
　情報通信設備工事に多年にわたり従事し、その蓄
積された知識、技能は、広範囲で、また業務上必要
な国家資格及び事術資格を積極的に習得し、日々進
歩する情報技術に対応し、他の模範となるよう自己
研鑽に努めている。取得資格は、工事担任者 AI・
DD 総合種、IPTPC VoIP コンストラクタ、高所作
業者（10m 未満）、職長・安全衛生責任者、特定化
学物質等作業主任者等。

◎宇野 明夫  氏

会員名： 株式会社立芝（中国地方本部会員）
所在地：広島県広島市
主な推薦理由：
　長年に亘り弱電設備の施工に携わり高い技術力を
持って高品質の施工・保守を提供している。技能並
びに技術講習に積極に参加するとともに、資格試験
にチャレンジし有力資格を数多く取得。取得資格は、
第二種電気工事士、甲種 4 類消防設備士、工事担任
者 DD 第 1 種、監理技術者 ( 通信 )、第一級陸上特殊

無線技士等。

［青年優秀施工者土地・ 建設産業局長顕彰（建設ジュ

ニアマスター）］

◎吉澤 正和 氏

会員名：サンワコムシスエンジニアリング株式会社
（関東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　通信設備工事・試験に多く係わり、監理技術者資
格者証、工事担任者 AI・DD 総合種、第 1 級陸上
特殊無線技士の取得など自己努力を積み、長年にわ
たって職務の従事により養った通信設備工事・試験
の知識技能を有している。また、これまでに習得し
た技術を十分に生かし、プロジェクトリーダーとし
て、会社より「優良工事長、社長表彰」やお客様よ
り「感謝状」「Gold Award 賞」などの表彰を受けて
いる。

◎田原 光紗 氏

会員名：サンワコムシスエンジニアリング株式会社
（関東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　電気通信設備工事に関する知識を得るため資格取
得や講習等に取り組んでいる。取得資格は、第二種
電気工事士。また KDDI 様のネットワークセンター
の施工業務に携わり、お客様より「優秀工事長賞」
の表彰を受けている。

◎斎藤 和也 氏

会員名：大和電設工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地：京都府京都市
主な推薦理由：
　情報通信設備工事に従事し、その蓄積された知識、
技能は広範囲で、また業績上必要な国家資格及び技
術資格を積極的に習得し、日々進歩する情報技術に
対応し、他の模範となるよう自己研鑽に努めている。
取得資格は、工事担任者 AI・DD 総合種、第 2 種
電気工事士、職長・安全衛生責任者、IPTPC VoIP 
Constructor（SV9300,SV9500）等。
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ITCA事業施策状況一覧
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最新機器を直接体験できる	  
本社ショールーム	  

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

【横浜営業所】	  
【北北関東営業所】	  
【札幌営業所】	  

045-‐‑‒333-‐‑‒7211	  
048-‐‑‒645-‐‑‒1431	  
011-‐‑‒611-‐‑‒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）	  

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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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 〒985-0823
 

宮城郡七ヶ浜町遠山5-6-15 東日本通信機器㈱内 TEL 022-385-5112 tohoku@itca.or.jp

北海道地方本部 〒064-0920
 

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

本部事務局は、築地の近所にありま
すが、この築地市場が豊洲へ移転し
10月11日に2年遅れで開場しました。開
場初日は、真新しい売り場でマグロな
どの初競りが行われました。豊洲市場
は、築地市場の約1.7倍の広さで、閉鎖
型で24時間、低温で商品を管理する
「コールドチェーン」が実現し、衛生面
で大きく進歩しています。築地の再開
発も始まりますので、新たな施設も楽し
みですが、気になるのが築地市場に住
み着いていた「ねずみ」がどこへ移動
するのか・・・すでに4回ねずみ捕獲作
業をしたそうですが、まだ沢山いそうで
す。東京五輪に向けてAIやIoTの製
品も開発されていますが、街並みも少
しずつ変わってきています。
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