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明けましておめでとうございます。
　本年もITCAを宜しくお願い申し上
げます。
　本年は、5月1日から新元号へ変わる
スタートの年です。どのような年号にな
るのか楽しみです。また、昨年11月に
新時代の大きなイベントとして2025年
開催の万国博覧会が大阪 夢洲（ゆめ
しま）に決定しました。東京五輪後の日
本経済の新たな起爆剤となり、経済効
果が約2兆円とも言われております。
テーマは「いのち輝く未来社会のデザ
イン」ですので新しい技術や製品が期
待されます。情報通信業界では、本年
から新しい国家試験「電気通信工事
施工管理技術検定」1、2級が始まりま
す。本誌とHPで試験のご案内をして
おりますのでご覧ください。

（編集委員）
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FRONT VOICE

一般社団法人 情報通信設備協会
会長　坪内 和人

新年を迎えて

新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様方におかれましては、それぞれの感慨と決

意をもって、この平成最後の新年を迎えられたこととお
慶び申し上げます。

昨年は、好景気と言われながらなかなか実感が伴わ
ない経済動向が続く中で、変動の多い一年でありまし
た。平昌での冬季五輪大会が成功裏に終わり、米朝首脳
の歴史的な会談が実現するなど世界が緊張緩和に向かう
かと思われた前半から一転して、米中両大国のあつれき
は「経済戦争」と称されるまでになっています。インター
ネット上の覇権争いや 5G ネットワーク構築への影響な
ど、私たち情報通信設備産業にとっても、大きな懸念材
料であります。

昨年は、自然災害も相次ぎました。大規模な停電を引
き起こした北海道胆振東部地震はまだ記憶に新しいとこ
ろですが、豪雨と立て続けの台風に見舞われた関西・西
日本エリアの皆さんのご苦労も、大変なものであっただ
ろうと思います。改めて、社会インフラを守り、維持し
ていくことの重要性と難しさを感じた次第です。

本年も、不確実で不安定な情勢は続くものと思われま
す。経営の環境は厳しさを増してまいりますが、状況の
変化に柔軟に対応し、的確なかじ取りを行えるよう、十
分な力を蓄えておく必要があると思います。

とりわけ ICT の環境は加速度的に変化しています。
少し前まで IoT が、ビッグデータが、と「単品」で語ら
れた技術群は、具体的なサービスの中に結実しつつあり
ます。何よりも東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
クが目前のものとなり、それにかかわる情報通信設備や
サービスも、例えばスタジアムの臨場感を伝える画像ソ
リューション、のようにしっかりイメージできるものに
なってきました。

本年 9 月には、ラグビーワールドカップに合わせてモ
バイルの 5G プレサービスが実施され、来年春にはいよ
いよ 5G の商用サービスが始まります。高速大容量、低
遅延、多数接続の 5G ネットワークに 4K・8K 映像が組
み合わされ、あるいは高度な画像解析技術が組み合わさ
れて、多様なサービスが祭典を彩ることでしょう。

一方で、固定網においては、PSTN マイグレーション
について、2024 年 1 月の切り替え開始のスケジュール
が示され、こちらもいよいよ待ったなしの状況となりま
した。いずれも情報通信設備産業にとって、一時代を画
するイベントであると言えます。

ITCA は、これらの変化に対応するための施策を、会
員の皆様とともに推進してまいります。ユーザー様の
ニーズがハード中心から統合的なソリューションに移行
していることを踏まえ、ビジネス協業の新たなビジネス
モデルを開拓し、会員の皆様に多くの選択肢を提供して
まいりました。会員の皆様のご努力により、ドコモオフィ
スリンク事業、光コラボ事業に加え、アライドテレシス
様とのパートナー認定会員事業も着実に伸びてきました。
ヤマハ様との実践講習会も多数の参加をいただいており
ます。昨年 11 月に、関東地方本部との共催で実施した
ITCA セミナーには、全国 20 会場を結んで 400 人以上
の皆様にご参加いただき、改めて全国の会員の皆様の熱
気を感じることができました。

本年も、さらに充実した事業展開を目指し、魅力ある
協会組織に向けた対応を行うとともに、健全な事業を推
進するための組織・財務基盤の強化に向けて取り組んで
まいる所存です。

本年、2019 年は、己亥（つちのと・い）です。干支
の由来に関するいろいろな説明はさておき、私の腑に落
ちた解釈は「成長・成熟したものが、次の段階に向けて
準備を整え、力を蓄える時だ」というものです。まさに、
一般社団法人化にあたり国からの義務工程であった公益
目的事業が、平成 31 年度をもって終了いたします。義
務終了以降の協会の事業運営の在り方や目指すべき姿に
ついては、地方本部及び会員の皆様と十分な意見交換を
しつつ、方向性を定めていきたいと思います。これは平
成 31 年度事業計画の大きな柱となる検討項目であります。

ITCA は、会員の皆様と協会のさらなる発展に向け、
本年も引き続き全力を尽くすとともに、これからも新た
なチャレンジを続けてまいりたいと思います。各地方本
部及び会員の皆様のご健勝とご活躍を祈念いたします。
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地方本部だより

■改善策
　固定費の削減を目標として打合せを行い下記の体
制で臨んでおります。
１．事務所を本部長会社より借用し移転する。
２．事務局長を本部長が兼務し、事務局の負担を少

なくする。
３．役員が各事業を分担し活動する。

　等々を大筋として実施し、健全な財政状況に立て
直します。

■活動状況
　会員相互の交流を高める事を目標にし、いろいろ
な活動をしております。
１．自社紹介ファイルを作成

　協業・アライアンスを目的とし、会員会社の特
技等を作成してファイルとして各会員に配布して
おります。（平成 29 年 8 月実施）

２．情報交換会
　四半期に 1 回は会員が顔を合わせる機会をつく
り交流を高めております。

    総会懇親会と情報交換会を年 3 回行っておりま
す。

３．親睦ゴルフコンペ
　　年 2 回（春・秋）実施しております。
４．会員会社の催し物への参加

　会員会社が参加の展示会、催し物等は会員会社
に呼びかけて参加をお願いしています。
　平成 30 年 11 月㈱東北テレネット様の創業 30 周
年記念式典には多数の会員が参加しました。

　会員からの紹介等があり、平成 30 年 4 月以降 3 社
が新会員になりました。
　各事業を継続し、会員の増加に努力しております。
 
■東北地方本部　竹内本部長の近況報告
◆こども食堂との出会い
　東京都江東区の東陽町コミュニティーセンターが
こども食堂を行う企画に、ボランティアメンバーと
して参加しました。4 月から始めるため、3 ヶ月前か
ら保育園で使用していた調理室を借りて、試食を行
いました。こども食堂を行うための届を終え、保健

東北地方本部は安定運営の会員数に達せず、厳しい財政が続いております。その中で、厳しい現状を打開すべく
本部と打合わせや幹事会を再三重ね、平成30年度下期より改善策を掲げ実施しております。
今後も地方本部として生き延びて行く為にも成果を出す方向に努力しております。
日々の活動状況として本部の施策、研修セミナー参加はもとより会員の親睦を図り会員増に努力しております。

東北地方本部の現状打開と活動状況
一般社団法人 情報通信設備協会 東北地方本部

本部長　竹内　聰

新事務所［東日本通信機器㈱］ 情報交換会

ITCAvol49本文.indd   2 2018/12/21   14:35



3

所の検査を受けました。コミュニティーセンターの
館長と職員たちが地域の小学校にチラシを配り、「下
町こどもダイニング」は始まりました。
　「下町こどもダイニング」は江東区東陽町の東京
ＹＭＣＡ活動から命名されました。毎月第 3 月曜日
の 17 時から小学生を対象に呼びかけ、近所の子供た
ちが集まり、小学生以下の兄弟姉妹も参加しました。
年少には親も一緒に参加、ボランティア達を含め 60
名が集まりました。
　料理担当の一員として参加しましたが、60 名の料
理を作るのは学生時代にキャンプリーダーで経験し
た時以来 52 年、不安もありましたがやってみると出
来るものです。14 時に集まり食材を確認して調理を
始めました。食器を洗う、食材を刻む、炒める、米
を炊く、デザートを作る、この作業を集まった仲間
達が流れ作業で行いました。素晴らしいチームワー
クで、18 時にはホールに出来た料理を運びました。
　ゲームを楽しんだ子供たちがお腹を空かして行列
が出来きました。東京ＹＭＣＡの学生達が食前の歌
を集まった子供たちと一緒に合唱するのは気持ちの
良いものです。1 時間の食事時間は、学生たちが準
備した歌を中心に賑やかで温かい和みの時間となり
ました。19 時からは食べ終えた食器洗いと片付けを
して、すべての作業が終わるまで 6 時間かかりまし
た。「お疲れ様です」と反省会と慰労が近くの居酒屋
で行われ、来月のメニューに話が盛り上がりました。
　こども食堂の食材は、地域の企業が新鮮な野菜や
肉、ハム、卵などを寄付してくれます。お菓子を沢
山寄付してくれる企業もあり、これからも色々な応
援があるでしょう。そして、集まる子供たちの中に
は一人で食事をしている「こども」もいます。私た
ちの「下町こども食堂」で同じ環境の仲間達と、一
緒にとる食事が楽しいひと時となればと願いながら、
これからも活動を続けていきます。

「こども食堂」で調理中

親睦ゴルフコンペ ㈱東北テレネット創業30周年記念式典

賑やかな食事風景

美味しい食事と子供たち
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業界ニュース　10月 

IDC Japan ㈱は、国内 IT サービス市場予測を発表した。国内 IT サービス市場は 2018 年以降も低率ながら成長を
継続し、2022 年には 5 兆 8,845 億円になる見通しである。2017 年～ 2022 年の年間平均成長率は、1.2％と予測している。
国内 IT サービス市場は、2014 年と 2015 年の 2 年間、金融機関におけるシステム統合／更新や官公庁／地方自治体
の支出拡大により、3％を超えるプラス成長を遂げた。しかしながら、2016 年に入り、その間の成長を牽引した大型
プロジェクトの終息に伴い、成長率が鈍化した。2017 年も市場環境に大きな変化はなく、低い水準の成長率に留まっ
た。国内 IT サービス市場の成長は、依然として、基幹系システムの統合や刷新などの大型プロジェクトに大きく依
存している。2018 年以降も市場全体を牽引する大型プロジェクトは限られるものの、デジタルトランスフォーメー
ションに関連するシステム投資の拡大や、2020 年開催予定の東京オリンピック／パラリンピックによる支出拡大効
果は見込まれる。その一方で、国内経済の低成長見通しや、IT サービスの代替製品／サービスの拡大は、市場成長
を阻害する。

（URL: https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20181003Apr.html ）

ＩＤＣＪａｐａｎが国内ＩＴサービス市場予測を発表

　㈱NTTドコモは、月額500円（税別）で1つの電話番号を2台で共有できるワンナンバー
サービスに対応し、ハードキーの搭載によりフィーチャーフォン同様の使い勝手を実
現したスマートフォン用の “ 子機 ”「ワンナンバーフォン ON 01」を 2018 年 10 月 26 日
より販売開始した。特長は、①押しやすいハードキーを搭載。電話の使い勝手もフィー
チャーフォンのまま。小さな声や、雑音の中でも聞き取りやすい。②親機（スマートフォ
ン）をオフィスや自宅に置いたまま、子機だけで外出できる。ワンナンバーサービスで、
親機と子機のどちらからでも同番号での発着信が可能。③子機で通話をしながら、親機
でスケジュール管理など、作業効率が向上。お問い合わせ先：㈱ NTT ドコモ　全ドコ
モ取扱店

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2018/10/23_01.html ）

ＮＴＴドコモがスマートフォン用の “子機 ”「ワンナンバーフォンＯＮ ０１」を発売

ワンナンバーフォン ON 01

　㈱大塚商会は、IT 資産の安全な運用管理を代行するサービス「たよれーる　らくらく SKYSEA」を 2018 年 10 月
11 日より販売開始した。本サービスは、IT 資産の運用に必要な PC の設定や管理をリモートで行い、毎月の PC 利
用状況やセキュリティ事故に繋がる不正アプリケーションの存在などをレポートにまとめることで企業における IT
資産の運用管理に掛る負担を軽減し、セキュリティポリシーを向上させることができるサービスである。また、PC
のログ管理により、従業員の勤務状況を把握、働き方改革につなげることができ、従業員の過重労働対策に取り組
むこともできる。価格（税別）: 初期費用 75,000 円 月額費用　1 ～ 49 ライセンス　10,000 円　50 ～ 99 ライセンス　
12,000 円　100 ～ 199 ライセンス　15,000 円　200 ～ 299 ライセンス　18,000 円　300 ライセンス以上　個別見積り
お問い合わせ先：㈱大塚商会　共通基盤セキュリティプロモーション部　セキュリティプロモーション 2 課　
TEL:03-3514-7568

（URL: https://www.otsuka-shokai.co.jp/corporate/release/2018/181010.html ）

大塚商会がＩＴ資産の安全な運用管理の代行サービス「たよれーる　らくらくＳＫＹＳＥＡ」を開始

　ブラザー工業㈱の国内販売子会社であるブラザー販売㈱は、ドキュメント
スキャナー「JUSTIO（ジャスティオ）」における新製品として、読取り速度
が従来機種より向上し、約 25 枚 / 分となった無線 LAN 対応のコンパクト
モデル「ADS-1700W」を 2018 年 11 月より販売開始した。特長は、①読み
取り速度が約 25 枚 / 分に向上　② 2.8 インチのタッチパネル搭載による高い
操作性　③カードの読取に対応する「カードスキャンスロット」を搭載　価
格：オープン価格　お問い合わせ：ブラザーコールセンター　TEL:050-3786-
8831

（URL: http://www.brother.co.jp/news/2018/ads1700w/index.aspx ）

ブラザー工業がドキュメントスキャナー「ＡＤＳ－１７００Ｗ」を新発売

ADS-1700W
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　NEC が企業における “ 働き方改革 ” を推進するため、テレワーク向けに特化した「働き方見える化サービス
Telework」を 2018 年 10 月 31 日より販売開始した。新サービスは、テレワークで必要な機能を強化し、利用しやすい
価格で提供することにより、円滑なテレワークの運用を支援する。特長は、①円滑なテレワークの運用を支援：勤務申
請／承認、業務報告、PC 利用状況による勤務証明など、テレワークの運用に必要な機能を提供する。② PC 利用状況
から客観的な勤務状況を把握し長時間勤務を抑制：利用者の業務開始／終了の打刻機能に加えて、「Skype for Business」
のプレゼンス情報、PC の利用情報、顔認証情報といった客観的な勤務情報の取得ができるため、企業（管理者職）側
はテレワークにおける勤務の申告漏れや長時間勤務など、勤務実態の把握が可能となる。サービス名：働き方見える化
サービスTelework　価格（税抜）：月額費用250円／1アカウント　お問い合わせ先：NECファーストコンタクトセンター
　TEL:0120-5800-72

（URL: https://jpn.nec.com/press/201810/20181031_01.html）

ＮＥＣがテレワークに特化した「働き方見える化サービス」を提供

オプテックス㈱は、国際イベントを契機に国を挙げた
セキュリティ強化に対応すべく、屋外警戒侵入検知センサ
のラインアップを拡充し、2018 年 10 月より販売開始した。
本製品は、『屋外警戒用侵入検知センサ「BXS」「VXS」「HX」
シリーズ』は、建物内部に侵入される前に侵入者を検知し、
即座に警報システムに通知されるため、犯罪の事前防止を
実現するセキュリティ対策製品の一つとして効果を発揮す
る。製品の特長は、①屋外でも確実な侵入検知を実現でき
る高いセンシング性能　②監視カメラとの連動による監視
効率の向上　③さまざまな設置場所を想定したセンサライ
ンアップで外周警備を強化　お問い合わせ先：オプテックス㈱　TEL:077-579-8000

（URL: http://www.optex.co.jp/news/whatsnew_detail.cgi?ID=20181002113053 ）

オプテックスが国内でのセキュリティ強化に向けて、屋外警戒用侵入検知センサのラインアップを拡充

屋外警戒用侵入検知センサ「BXS」「VXS」「HX」シリーズ

　㈱日立ソリューションズは、コミュニケーションアプリケーション「LINE」からのお問い合わせにも対応できる「コンタ
クトセンター向けマルチチャンネル連携サービス」を 2018 年 10 月 24 日より販売開始した。本サービスは、㈱セールスフォース・
ドットコムが提供するクラウドベースの CRM アプリケーションでコンタクトセンターを運営している企業に向けて、「LINE」
と「Salesforce」とのデータ連携を実施するものである。既存の「Salesforce」をカスタマイズすることなく、「LINE」からの
お問い合わせに対応したシステムを短期間で構築することが可能になる。これにより、企業では、従来の電話やメール、Web
サイトに加え、スマートフォンなどで使いなれている画面を持ち、双方向で文字とあわせて画像や動画を添付してコミュニケー
ションできる「LINE」を追加することで、お客様の利便性の向上を図れる。また、「LINE」のデータを「Salesforce」で保管
して活用することで、お問い合わせサービスの回答内容の品質向上も実現できる。価格：個別見積り　お問い合わせ先：㈱日
立ソリューションズ　HP 入力フォーム

（URL: https://www.hitachi-solutions.co.jp/company/press/news/2018/1023.html ）

日立ソリューションズがＬＩＮＥからのお問い合わせにも対応できるコンタクトセンター向けサービスを
販売開始

　日本電気㈱、㈱日立製作所、富士通㈱は、実践的なスキル・ノウハウを持つサイバーセキュリティ技術者の共通人材モデル「統
合セキュリティ人材モデル」を策定し、2018 年 10 月 24 日より IT・セキュリティベンダー向けに公開した。「統合セキュリティ
人材モデル」では、14 種類の人材像を定義し、各人材像に、セキュリティ事故対応やサイバー攻撃監視などといったセキュリティ
人材として習得すべきスキルセットを体系化している。具体的には、米国国立標準技術研究所のセキュリティ対策基準「NIST 
SP800-181」が定めるセキュリティ対策への対応をベースとし、アプリケーションなどの脆弱性診断を実施するペネトレーショ
ンテスターや、サイバー攻撃による被害範囲を分析・調査するフォレンジックエンジニア、セキュリティインシデント時に初
動対応するインシデントレスポンダーなど 14 種類の人事像と各々のスキルセットを体系化・標準化している。

（URL: https://jpn.nec.com/press/201810/20181024_03.html）

ＮＥＣ・日立・富士通がサイバーセキュリティ技術者の共通人材モデル「統合セキュリティ人材モデル」
を策定
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業界ニュース　11月 

　IDC Japan ㈱は、国内携帯電話、およびスマートフォンの 2018 年第 3 四半期（2018 年 7 ～ 9 月）の出荷台数を発表した。
これによると、2018 年第 3 四半期の国内携帯電話出荷台数は、前年同期比 6.1％増の 745 万台となり、穏やかな成長
となった。このうちスマートフォンは前年同期比 5.6％増の 732 万台となり、従来型携帯電話は 13 万台となった。従
来型携帯電話はすべて機能に制限のある子供向け製品であり、通常の機能を備えた従来型携帯電話は出荷がゼロの状
態が継続している。ベンダー別では、今回もアップルがシェア 47.4％でトップだった。2 位は、AQUOS R2 など幅広
いモデルで好調な出荷を達成したシャープが 88 万台で 2 位（シェア 11.9％）を維持した。3 位は「らくらくスマー
トフォン」が好調で 74 万台（シェア 10.0％）の出荷を行った富士通、4 位は 58 万台（シェア 7.8％）を出荷したソニー、
5 位はミドルレンジモデルの出荷が堅調な京セラが 53 万台（シェア 7.2％）の出荷を行った。このうち、シャープは、
前年同期比 7.4％増、富士通は 6.9％増である一方、ソニーは 30.7％減、京セラは 31.6％減となった。

（URL: https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20181126Apr.html ）

ＩＤＣＪａｐａｎが２０１８年第３四半期　国内携帯電話市場実績値を発表

　㈱アドバンスト・メディアは、建設・不動産業界初となる、AI 音声認識を活用し、内覧会での室内のやり取りを
見える化する内覧会運営支援アプリを 2018 年 12 月 1 日より販売開始した。建築工程管理のプラットフォームサービ
ス「AmiVoice スーパーインスペクションプラットフォーム」の新サービスである。本アプリは、内覧会での室内の
やり取りを見える化し、効率的な運営を可能にするアプリケーションである。案内員はタブレットを使い、購入者へ
の案内や指摘事項の入力を行う。事務所からは、案内人の説明進行状況の確認や購買者からの指摘事項の数や内容な
どを確認することができる。また、案内員からのクイック補修要請や連絡がリアルタイムで実行できるため、よりタ
イムリーなフォローが可能になる。案内員はタブレットの表示画面で説明内容を確認できるため、これまで個々の
スキルに偏っていた接客レベルを平準化し、より顧客満足度の高い内覧会運営を実現する。価格（税抜）：基本利用
料 1 内覧会あたり 198,000 円、1 端末あたり利用料 9,800 円／月額　帳票カスタマイズ 100,000 円／式　データ登録料：
別途お見積り　お問い合わせ先：㈱アドバンスト・メディア　経営管理本部 TEL:03-5958-1307

（URL: https://www.advanced-media.co.jp/newsrelease/13201 ）

アドバンスト・メディアがＡＩ音声認識を活用した「内覧会の運営支援アプリ」を販売開始

　㈱ NTT ドコモと AGC ㈱は提携し、景観を損ねずに既存窓ガラスの室内側から
貼り付けができる、世界初となる電波送受信が可能なガラスアンテナを共同開発し
た。両社は、本ガラスアンテナを活用し、2019 年上期より携帯電話のサービスエリ
ア拡充を図る。現在、スモールセルアンテナは主に建物の屋上や中低層階の壁面に
設置されているが、屋上や壁面は設置できる場所が限定されること、街の景観を損
ねることから、設置が困難な場合が多くある。そのため、建物内にアンテナを設置
することで建物内から屋外をエリア化することを検討した。建物内へのアンテナ設
置において、室内の意匠性を損ねる、電波が窓ガラスを通過する際に減衰するといっ
た課題があり、これを解決するために、AGC が保有する既存窓の表面にガラスを貼り付けるアトッチ工法を活用し、
室内の窓面に設置可能な新たなアンテナの開発を進めてきた。

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2018/11/07_00.html ）

ＮＴＴドコモとＡＧＣが提携し、世界初「窓の基地局化」に成功

ガラスアンテナを既存窓に
貼付した様子

　NEC は、商業施設やマンション開発を行うデベロッパーなど、多数の施設を管理する事業者向けに、EV 充電器や宅配
ボックス、ロッカーなど公共スペースに設置されている機器に組み込むことで無人サービスを実現する製品「NEC Digital 
Concierge」（NEC デジタルコンシェルジュ）を 2018 年 11 月 14 日より販売開始した。「NEC Digital Concierge」は、タッチパ
ネルディスプレイやカメラ、電子マネー決済に対応可能なカードリーダーなどが搭載された端末である。本製品は、複数の機
器を統合制御可能なため、ホテルやマンションのコンシェルジュが複数のサービスを案内するように、本製品 1 台で宅配ボッ
クスやロッカー、EV 充電器、シェアリング用の自転車など複数の機器の予約・使用状況の管理や認証・決済が可能である。
お問い合わせ先：NEC 組込みビジネス営業本部　デジタルコンシェルジュ担当　TEL:03-3456-8408

（URL: https://jpn.nec.com/press/201811/20181114_02.html ）

ＮＥＣが公共スペースに設置されている機器の無人サービスを実現する製品
「ＮＥＣ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ」を発売
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　NTT テクノクロス㈱は、新製品のマルチリンガル案内ロボット「AMARYLLIS」を 2018 年 11 月 30 日より販売
開始した。AMARYLLIS は、コミュニケーションロボット「Sota」を利用し、タブレットとディスプレイを組み合
わせて、マルチリンガル対応した各種案内サービスを簡単に構築できる製品である。Sota に新しく搭載された対話
円滑化 SDK により、人とロボットが自然なテンポで会話できる機能を実現することで、ユーザーエクスペリエンス
の高いロボット案内サービスを可能にした。特長は、①自然なテンポで会話できるロボット。② 4 カ国語に対応し、
訪日外国人をおもてなし。③画面を活用した案内も可能。　価格（税抜）：初年度 65 万円～／年　2 年目以降 52 万
円～／年（ロボット本体の価格は含んでいるが、その他のハードウェア、インターネット回線費などは含んでいない）
　お問い合わせ先：NTT テクノクロス㈱　メディアイノベーション事業部　TEL:045-212-7534

（URL: https://www.ntt-tx.co.jp/whatsnew/2018/181121.html ）

ＮＴＴテクノクロスが「マルチリンガル案内ロボットＡＭＡＲＹＬＬＩＳ」を発売

　OKI は、主要な通信事業者に対応した LTE モジュールを内蔵した「マルチキャリア対応音声
IoT ゲートウェイ（以下、音声 IoT ‐ GW）」を 2018 年 11 月 14 日より販売開始した。「音声 IoT
‐ GW」は、アナログ回線インターフェースと電話機能を搭載しているため、既存設備に変更を
加えることなく、LTE 回線を用いた IP ネットワークへのマイグレーションを実現することが可
能である。また、LAN や USB などのインターフェースも備えているため、新たな IoT サービス
へも柔軟に対応する。「音声 IoT ‐ GW」では、アナログ回線インターフェースを 2 ポート備え
ることにより、固定網や PHS のアナログ回線インターフェースを搭載した既存の機器に変更を加
えることなく、LTE 回線を用いた IP ネットワークへのマイグレーションを実現する。また、電
話機能を搭載しているため、保守者不在の無人設備や遠隔制御・監視などの現場からの問い合わ
せ電話など、音声通話による対応が可能である。さらに LAN や USB や接点インターフェースを
備えているため、センサーデバイスなどの各種 IoT 機器が接続可能となっており、マイグレーショ
ンだけでなく新たな IoT サービスにも柔軟に対応できる。価格：オープン価格　お問い合わせ先：OKI 情報通信事業
本部　ネットワークシステム事業部　事業管理室　お問い合わせフォームへ入力

（URL: https://www.oki.com/jp/press/2018/11/z18028.html?pid=WTN ）

ＯＫＩが「マルチキャリア対応音声ＩｏＴゲートウェイ」を販売開始

マルチキャリア対応音声
IoTゲートウェイ

富士通㈱と富士通ネットワークソリューションズ㈱は、オフィスビルやホ
テル、店舗、レジャー施設など様々な施設の入退室に容易に適用できる、小
型・軽量で非接触型の手のひら静脈認証入退室装置「FUJITSU 生体認証
PalmSecure Auth Gate（パームセキュア オースゲート）」を新たに提供し、
2018 年 11 月 8 日より販売開始した。本製品は、手のひら静脈認証入退室装置
に富士通ネットワークソリューションズが開発した基本ソフトウェアを実装し、富士通ネットワークソリューショ
ンズが新たに提供する入退室管理システム「Stronguard（ストロンガード）」の認証デバイスとして利用できる。手
のひらだけで認証や準屋外環境に対応したことで、これまでの利用シーンに加え、様々なエリアや対象に応じた導
入を可能とし、高いセキュリティと利便性を兼ね備えた入退室環境を実現する。販売価格（税別）：42 万円から（基
本ソフトウェア込）　お問い合わせ先：富士通ネットワークソリューションズ㈱　TEL:0120-20-7430
（URL: http://pr.fujitsu.com/jp/news/2018/11/8-1.html ）

富士通と富士通ネットワークソリューションズが小型・軽量で非接触型の
手のひら静脈認証入退室装置「ＰａｌｍＳｅｃｕｒｅ Ａｕｔｈ Ｇａｔｅ」を新発売

FUJITSU生体認証 PalmSecure 
Auth Gate

　日立コンシューマ・マーケティング㈱および日立アプライアンス㈱は、スマートライフ事業の第 1 弾として、離れて暮らす
単身高齢者の部屋での様子や変化をスマートフォンで確認できる見守りサービス「ドシテル」を 2019 年 4 月に開始する。特
長は、①単身高齢者の部屋の壁などに活動センサーを設置し、24 時間 365 日、在室状況や活動量を検知する。検知した情報は
無線 LAN ルーターを通じてサーバーに蓄積する。家族は、専用のスマートフォンアプリを通じて、単身高齢者の様子をリア
ルタイムで確認できる。②単身高齢者の生活リズム・活動量・睡眠時間の情報を蓄積する。家族は専用のスマートフォンアプ
リを通じて、それらの履歴を簡単に確認できるので、単身高齢者の活動状態の変化に気づくことができる。③プライバシーに
配慮し、新サービスで使用する活動センサーは、映像を使わずに日常生活の状態を検知する方式を採用しているので、家族が
スマートフォンアプリで確認する際、見守られる単身高齢者の映像がそのまま見えることはない。提供価格：後日発表　お問
い合わせ先：日立アプライアンス㈱　デジタルイノベーション推進本部　サービスビジネス推進部　TEL:03-3506-1624

（URL: http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2018/11/1122.html ）

日立コンシューマ・マーケティングと日立アプライアンスが単身高齢者向け見守りサービス「ドシテル」
を２０１９年４月に開始
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特集

春になると多くの人が、つらい症状に悩まされる「スギ・ヒノキ花粉症」。毎年、花粉症の症状が出ている人は、
花粉が飛び始める前から早めに医療機関に相談することが大事です。万全の花粉症対策と早めの予防をするた
めに、環境省花粉情報サイトが提供する花粉情報を活用してください。

環境省の花粉情報をチェックして
早めの治療と日常生活の対策に役立てよう

１．花粉症の原因となる花粉はスギやヒノキを含め
て約 60 種類
花粉症は、樹木や草花の花粉が原因となって、鼻

水やくしゃみ、目のかゆみ、のどの痛みといった、
さまざまなアレルギー症状を起こす病気です。花粉
症の原因というと、スギやヒノキなどがすぐに思い
浮かびますが、それ以外にも、日本では、シラカン
バやハンノキ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギなど、
およそ 60 種類の花粉が花粉症を引き起こすと報告さ
れています。

花粉症の諸症状は、原因となる花粉が飛散する時
期に現れます。スギやヒノキの花粉の飛散は春がピー
クですが、夏や秋に花粉が飛散する植物もあります。
毎年決まった時期に鼻水やくしゃみ、のどの痛みな
どの症状が出る人は、その時期が何か特定の植物の
花粉飛散時期と重なっていないか確認してみてくだ
さい。花粉症である場合、症状を悪化させないため
には、適切な治療と対策が重要ですので、一度、医
療機関を受診しましょう。

２．前年夏が猛暑の場合は、スギ・ヒノキ花粉の飛
散量が増加

　日本で最も多い花粉症は、春先に見られるスギ・
ヒノキ花粉症です。花粉の飛散量が多いと症状も悪
化しますから、花粉症の人にとっては、今シーズン
の花粉の飛散量はどのくらいなのか、いつから花粉
が飛び始めるのか、毎年、気になるところでしょう。

花粉を飛ばすのはスギ・ヒノキの雄花で、花粉の
量は、前年の夏の気象に大きな影響を受けると言わ
れています。日照時間が長く、気温が高い夏は雄花
の量が多くなり、花粉の量が増えます。一方、長雨
や冷夏の場合は、雄花が少なく、花粉の量が少なく
なります。

また、花粉が飛散し始める時期は、初冬期（11 月
～ 12 月）の気温と厳冬期（1 月～ 2 月）の気温の状
況によって変化します。初冬期の気温が高めだと開

花が遅れ、飛散開始時期は遅くなり、厳冬期以降の
気温が高めだと、早めに開花して花粉の飛散開始が
早まることが分かっています。

３．環境省花粉情報サイトで花粉の飛散情報をチェック
　花粉症対策を行うためには、まず、花粉の飛散状
況について正しい情報を得ることが大事です。

環境省では、花粉症対策に役立ててもらうため、
全国の主要都市の飛散開始時期などを、「花粉飛散開
始情報」（URL: https://www.env.go.jp/chemi/anzen/
kafun/）で、順次提供しています。

また、花粉飛散シーズンには、リアルタイムの花
粉の飛散状況について、「花粉観測システム」（URL: 
http://kafun.taiki.go.jp/）で情報を提供しています（2
月初旬から開始予定）。「はなこさん」では、全国 120
箇所（沖縄を除く）における 1 時間ごとの最新の花
粉飛散数が分かります。携帯版サイト（http://kafun.
taiki.go.jp/mobile）でも情報提供していますので、ぜひ、
チェックしてみてください。

 

４．症状を悪化させないためには、早めの予防・治
療が大事

　花粉症の発症には免疫機能の異常が関係している

環境省花粉観測システム「はなこさん」トップページ
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と言われています。花粉症の発症や症状の悪化を防
ぐために、日ごろから、睡眠をよくとる、規則正し
い生活習慣を身につける、適度な運動をするなどし
て、正常な免疫機能を保つようにしましょう。また、
鼻などの粘膜を正常に保つために、風邪をひかない、
たばこを吸わない、過度の飲酒をしないといったこ
とも心がけましょう。

毎年、花粉症の症状が現れている人は、花粉が
飛び始める前から、予防的に抗ヒスタミン薬などの
薬を服用する「初期療法」が効果的です。花粉症の
完全な予防にはなりませんが、症状が出てから治療
を始めるよりも症状を軽減し、花粉症の治療期間も
短くなるなどの効果が報告されています。また、ア
レルゲンとなる花粉のエキスを少量ずつ体内に入れ、
体を花粉に慣らして、アレルギー症状が出ないよう
にする「減感作療法」という治療方法もあります。

花粉症の治療方法は、体質や症状によって違って
きますので、医師とよく相談し、自分に合った治療
方法を選んでください。

５．花粉飛散時期は、体に侵入する花粉をいかに少
なくするかがポイント

　花粉の飛散シーズンは、体に侵入する花粉をいか
に少なくするかが、花粉症対策の重要なポイントで
す。花粉が体内に侵入しないようにすることは、花
粉症の症状を軽減するだけでなく、まだ花粉症でな
い人にとっては、花粉症の発症を防ぐ効果が期待で
きます。

花粉の体内侵入を防ぐために、花粉の飛散量が多
いときは、外出をできるだけ控えるようにしましょう。

外出するとき、また、外から帰ったとき、家の中
にいるときは、次のようなことに気をつけましょう。

■外出するとき
　①マスクの着用

　マスクをつけることによって、吸い込む花粉を 3
分の 1 から 6 分の 1 に減らし、鼻の症状を軽くす
る効果があります。顔にフィットし、息がしやす
いもの、衛生面からは使い捨てのもの、性能的な
面からは不織布のマスクがおすすめです。

　②メガネを着用
　花粉症用のメガネも販売されていますが、通常
のメガネを使用するだけでもメガネを使用してい
ないときより、目に入る花粉量は減少します。コ
ンタクトレンズを使用している人は、コンタクト
レンズによる刺激が、花粉によるアレルギー性結
膜炎を悪化させてしまうので、メガネに替えた方

がベターです。
　③花粉が付着しにくい服装

　外出時は、ウールなどの花粉が付着しやすい衣
類は避け、綿、ポリエステルなど花粉が付着しに
くい衣類を選びましょう。また、頭と顔は花粉が
付着しやすい部分ですが、帽子をかぶることで、
頭への花粉の付着を減らせます。

 
■外から帰ったとき
　①家の中に花粉を持ち込まない

　建物に入る前に、衣類に付いた花粉を払い落し
ましょう。

　②うがいと洗顔
　外出先から帰ったら必ずうがいを。のどに付着
した花粉を除去するのに効果があります。また、
顔を洗うことで、顔に付着した花粉を洗い落とし
ます。鼻うがいをしたり、目を洗ったりするときは、
粘膜を痛めないよう、生理食塩水を体温程度に温
めて使うとよいでしょう。

※鼻うがい：鼻から生理食塩水などを注入して、ほ
こり、ウイルス、うみなどの汚れを取り除く方法。

 

■家に居るとき
　①換気時は窓を小さく開け、時間を短く

　花粉が飛んでいるときでも、室内の換気が必要
なときがあります。換気時は窓を全開にせず、小
さく空けて、短時間に止めましょう。

　②こまめに掃除する
　室内には、衣類の髪の毛などに付着して花粉が
持ち込まれたり、換気時に窓から花粉が入ったり
して、たくさんの花粉が残っています。こまめに
掃除機をかけ、室内の花粉を減らしましょう。

（出典：政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/
useful/article/201102/2.html ）
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　｢企業向け無線 LAN 機器市場は約 20 年前からある
が、成長が鈍化しない｡ 業種､ 企業規模を問わず無
線 LAN の需要が継続的に増えている｣。こう説明す
るのは IDC Japan でコミュニケーションズグループ
マネージャーを務める草野賢一氏だ。
　草野氏は 2018 年 6 月、｢鮮明化するワイヤレス
ファースト｣ というサブタイトルを付けた、国内ネッ
トワーク機器市場のベンダー動向に関する分析レ
ポートを発表した｡ 草野氏がこのようなサブタイト
ルを付けた理由は､ 無線 LAN 機器市場が拡大を続け
ていることに加え、アライドテレシスなど有線 LAN
機器を強みとしてきたベンダーも、無線 LAN 機器へ
のシフトを急いでいることがある。オフィスからは
“ 島 HUB” がどんどん消えていき、さらに無線 LAN
アクセスポイント（AP）に取って代わられていく。
　
　その背景の 1 つには､ 企業のマインドの変化がある。
｢スマートフォンの普及も進み､ LAN ポートのない
ノート PC も増えてきた｡ 家庭では無線でつながるの
が当たり前になっている。

金融機関や官公庁、自治体でも無線 LAN が導入さ
れ、セキュリティ面での懸念も払拭されてきている」

（草野氏）。企業においても、アクセスネットワーク
は無線が主役になっている。

■管理基盤はクラウドに移行
こうしたなか､ 無線 LAN 市場の内部でも変化が起

こっている。管理基盤のクラウド化だ。
　一定規模以上の無線 LAN を構築する場合､ 多くの
企業は無線 LAN コントローラーを活用し、集中管理
を実現する。さもないと、AP を 1 台ずつ設定 ･ 管理
しなければならないからだ。

以前はオンプレミスで無線 LAN コントローラーを
導入していた。

しかし、最近はコントローラーを SaaS で提供す

る ｢クラウド管理型｣ の無線 LAN が普及している。
IDC Japan の調査では、国内企業向け無線 LAN 機器
市場におけるクラウド管理型無線 LAN 機器のシェア
は､ 2017 年時点の 7％程度から、2021 年には 20％を
超えるまで拡大する見込みになっている｡ 現在、シ
スコシステムズの ｢Cisco Meraki｣、HPE Aruba の

「Aruba Central」､ D-Link の ｢D-Link Business Cloud｣、
Zyxel の ｢Nebula シリーズ｣ など､ 多くのベンダー
からクラウド管理型無線 LAN は提供されている。

クラウド管理型無線 LAN が普及する理由を草野氏
は次のように説明する。｢例えば、コンシューマー向
けの無線 LAN から乗り換える際に高価なオンプレミ
ス型のコントローラーを購入し、運用管理も自前で
やるとなるとハードルが高い｡ クラウド管理型であ
れば､ 初期費用が掛からずに月額料金だけでコント
ローラー機能を活用できる。この導入の容易さが 1
つの訴求点になっている｣。また､ 次のようにも述べ
た。｢多拠点や多店舗展開している企業などでは、そ
れぞれの拠点や店舗のネットワークをどう管理する
かというのは長年の課題｡ クラウド管理型ならば一
元的に管理できるため､ メリットが分かりやすい｣。
　クラウドで一元管理できることは、マネージドサー
ビスを提供するSIerにもメリットがある。 SIerにとっ
て､ 保守運用を担当する客先でトラブルがあるたび
に出張し、現地作業を強いられるのは負担が大きい。
しかし、クラウド管理型であれば､ Web コンソール
から各拠点の機器を設定したり、トラブル原因を特

業界特集

今やアクセスネットワークの主役は無線だ｡ クラウド管理型無線LANの普及も進み、オフィスネットワーク全
体の管理方法も変化する｡ バックボーン回線をワイヤレス化する動きも加速している。

文◎松本　一郎（テレコミュニケーション）

「ワイヤレスファースト」鮮明に
クラウド型から始まるネットワーク変革

IDC Japan
コミュニケーションズ
グループマネージャー
草野賢一氏
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図表1　Nebulaシリーズ　クラウド構成図

定するためネットワークの状況を可視化する機能な
どが最初から用意されている（図表1）。

遠隔からほとんどのトラブルシューティングを実
施できるため、わざわざ現地へ出張せずに済む。
　Zyxel の総販売元を務める日本ソルテックネット
ワークエンジニアの山崎聡士氏は ｢クラウド管理型
で楽に運用したいというニーズは、ユーザー企業だ
けではなく、SIer でも大きい｣ と語る。

■企業ＮＷ全体を集中管理
クラウド管理型無線 LAN が普及するにつれて､ 企

業 LAN 全体を集中管理しようという動きも広まって
いる。草野氏はその理由を次のように説明した。
　｢クラウド管理型ならば遠隔から拠点内の無線LAN
の状況を可視化できて、トラブルシュートもある程
度できる｡ そうなると、その先にある有線スイッチ
などの状態も把握し、トラブルシュートの時間をよ
り短縮したいと考える｣
　そこで、クラウド管理型無線 LAN を提供するベ
ンダーは、クラウドから管理できる対象を無線 LAN
だけではなく、有線スイッチ､ さらにルーター／セ
キュリティゲートウェイまで拡大させている｡ 例え
ば､ Cisco Meraki や Nebula シリーズがそうだ｡ 対応
する有線 LAN 機器も統合管理できる。

無線 LAN から始まったクラウド管理の流れが､ 企
業 LAN 全体に広がろうとしているのだ。
　他方､ SD-WAN の登場によって、WAN において
もクラウド管理型へのシフトは始まっている。LAN
と WAN の両面からクラウド管理型の普及が始まっ
ているのであり、この両者の統合管理も今後進展し
ていくことが予想される。

■無線／有線環境での認証方法
　今や企業内には、個人のスマートフォンをはじ

め、企業の管理下にないデバイスがあふれかえって
いる。そして有線と違って､ 無線の場合、どのデバ
イスが企業ネットワークに接続しているかが物理的
に見えにくい｡ マルウェアに感染している恐れがあ
る個人デバイスや､ 悪意あるユーザーのデバイスを
無線 LAN に接続させないためには認証の強化が必
要だ。そこで 802.1X 認証のニーズが高まっているが、
802.1X 認証に必要な Radius サーバーもクラウド上に
用意しているクラウド管理型無線 LAN ソリューショ
ンもある。その場合､オンプレミスで Radius サーバー
を導入することなく、手軽に無線 LAN の認証強化が
図れる。
　また、草野氏によれば､ 無線／有線がアクセスネッ
トワークに混在するなか、有線についても無線用に
用意した 802.1X 認証を活用しようと考えるユーザー
企業が増えているという。

無線と有線の統合管理が進展していると前述した
が、認証基盤の統合も進んでいるのだ。
　 例 え ば、 シ ス コ シ ス テ ム ズ の ｢Cisco Identity 
Service Engine｣、HPE の ｢Aruba ClearPass｣ では、
無線／有線を問わず､ 接続されたデバイスの情報を
収集し、収集したデバイス情報を元に ｢いつ、誰に
どこへ｣ アクセスを許可するか、厳格なポリシーを
簡単に適用することが可能だ。

■バックボーン回線もワイヤレス化
ワイヤレスファーストの動きは、アクセス部分だ

けで起きているのではない｡ バックボーンネットワー
クの無線化も進んでいる。山間や離島、火山や河川
など､ 光ファイバーが未設のエリアを無線でネット
ワーク化しようという動きが広まっている。
　米 Cambium Networks の ｢PTP670｣ は、親機と子
機が 1 対 1 で接続してポイントツーポイントリンク
を構築する屋外用長距離無線ブリッジだ（図表2）。
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　｢公衆無線 LAN が広がるなか、山頂など有線が通っ
てない環境でも公衆無線 LAN を提供したいという
ニーズが高まっている。そのためのインフラとして
導入されるケースも増えている｣。長距離無線システ
ム市場の広がりについて､ Cambium Networks の国
内総代理店であるハイテクインターで無線通信機器
事業部事業部長を務める松井仁志氏はこのように語
る。
　アクセスネットワークのワイヤレスファースト化
が進んだ理由としては、有線と遜色ない通信速度を
実現可能になったことが挙げられるが､ 長距離無線
の高速化ももちろん進んでいる。

PTP670 の場合､ 10km 以上離れた場所を “ 有線並
み”の100Mbps以上でつなぐことができる。このため、
センサーデータの送受信や Web サイトの閲覧といっ
た用途だけではなく、ネットワークカメラの映像送
信のような大容量通信のニーズに対応できるバック
ボーンネットワークを無線で構築可能だ。
　Cambium Networks は ｢LINKPlannner｣ というツー
ルを用意しており、アンテナの設置場所や高さ、送
信電力などを入力すると、Google マップなどと連携
し、その地理的条件において､ 実際にどれくらいの
スループットが出るかを事前にシミュレーションで
きる。

■ラストワンマイルも無線化
さらに通信事業者の固定ブロードバンドサービス

のワイヤレスファースト化が進む可能性もありそう
だ。米 Verizon は 10 月、FWA（Fixed Wireless Access 
：固定無線通信）サービス ｢Verizon 5G Home｣ を一
部都市で開始した。世界初の 5G 商用サービスで､ 最
大 940Mbps の速度を実現できるという。日本ほど光
ファイバー網が広がっていない海外では、以前から
無線が固定ブロードバンドサービスの “ ラストワンマ
イル ” として広く活用されてきた。
　日本でも ADSL が終了するタイミングで､ 固定

ブロードバンドサービスの “ 空白地帯 ” が生まれる。
PSTN の IP 網への移行に伴い、[ ユニバーサルサー
ビスを無線で提供するべきでは ] という議論も起き
ている｡ ハイテクインターは 1 対多での長距離無線
通信に対応した Cambium Networks の ｢ePMP3000｣
を年内に国内で販売開始する予定だが、こうしたラ
ストワンマイルの市場も狙っているという。
　以上､ 様々なシーンで、ワイヤレスファーストが
進んでいる現状を紹介したが､ 草野氏は各ベンダー
が今後採るべき戦略を次のように語る。｢AP1 つとっ
ても、設置方法、アンテナの出方､ 電源の給電方法
など､ ユーザーの好みは想像以上に多様だ｡ 逆に基
本的な機能はそこまで大きな差がない｡ 好みに合わ
せた製品を提供できるラインナップの広さが他社と
の差別化ポイントになってくる｣。
　来年には次世代 Wi-Fi「IEEE802.11ax｣ の標準化が
完了するなど、無線通信の能力はますます向上して
いく。ワイヤレスファーストの動きはさらに加速し
ていくはずだ。

 

 

（出典：テレコミュニケーション November 2018）

図表2　PTP670の活用イメージ

Verizon 5G Homeの申し込み画
面｡
世界初の家庭向け5Gネットワーク
サービスだ。
設置費用は不要で、Verizonのモ
バイル回線を利用していれば月額
50ドル､ 利用してなくとも70ド
ルで利用できる。

図表3　ePMP3000の活用イメージ
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新製品・新サービス

ドコモｇａｃｃｏが「無線通信・ＩｏＴ通信・センサネットワーク」と
「クラウドサービス・分散システム」を開講

■無線通信・IoT 通信・センサネットワーク
開講日：2018 年 12 月 25 日
学習期間：4 週間
前提条件：＜準備学習・前提知識＞
　　　　　・IoT システム＆サービスの基本構成
　　　　　・ ネットワーク通信およびサーバーの

基礎知識
　　　　　・ ネットワークプログラミングの基礎

知識
講座内容： M2M を含む各種のネットワーク通信

の仕組みおよび特性について学びます。
無線センサネットワークを構築・運用
するための基礎知識として、無線通信・
IoT 通信の仕組みおよび特性を幅広く
解説していきます。

講師・スタッフ：甲藤二郎 氏［早稲田大学］
　　　　　　　　金井謙治 氏［早稲田大学］
　　　　　　　　 菰岡真人 氏［モバイルコンピュー

ティング推進コンソーシアム
（MCPC）］

　　　　　　　　 竹岡航司 氏［モバイルコンピュー
ティング推進コンソーシアム

（MCPC）］
課題内容：各週選択形式の確認テストとなります。
修了条件：得点率 60％以上

　

■クラウドサービス・分散システム
開講日：2018 年 12 月 25 日
学習期間：4 週間
前提条件：＜準備学習・前提知識＞
　　　　　・ ネットワーク通信およびUNIX系サー

バー OS の基礎知識
　　　　　・ サーバー仮想化および、クラウドコ

ンピューティングの基礎知識
　　　　　・IoT システム＆サービスの基本構成
講座内容： 分散システムの基礎について学びます。

この学習を通して、分散システムを支え
る様々な理論や考え方、スケールアウト
などのクラウドシステムの特徴を活か
した設計や、分散システムを構築・運用
するためクラウド環境の自動化技術を
身につけていただければと思います。

講師・スタッフ：高橋竜一 氏［茨城大学　助教授］
　　　　　　　　佐々木健太郎 氏［楽天株式会社］
課題内容：各週選択形式の確認テストとなります。
修了条件：得点率 60％以上

■提供サイト
　株式会社ドコモ gacco 
　URL:  http://gacco.org/

※受講の際は、「会員新規登録」が必要となります
ので、始めに「受講ガイド」をご覧ください。

株式会社ドコモgaccoが提供する、オンライン講座提供サイト「gacco（ガッコ）」において、「無線通信・IoT
通信・センサネットワーク」と「クラウドサービス・分散システム」講座を2018年12月25日より開講しました。
本講座は、早稲田大学を中心に35以上の大学、企業、業界団体による全国規模の産学連携ネットワークにより
社会人教育プログラム「スマートエスイー」（https://smartse.jp/）プログラムの実際の講座を録画し、動画教
材用に編集して作成したものです。無料で受講できますので、gaccoホームページ（http://gacco.org/）をご
覧ください。
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２０１９年１級電気通信工事施工管理技術検定試験のご案内

1．申込受付期間
2019 年 5 月 7 日（火）～ 5 月 21 日（火）

申込みは簡易書留郵便による個人別申込に限ります。締切日の消印のあるものまで有効です。
※受験者本人が記入のうえ、申込みを行ってください。

2．申込用紙の販売
2019 年 4 月 15 日（月）より販売開始です。
申込用紙は、「学科・実地試験」と「実地試験のみ」の 2 種類があり 1 部 600 円です。

3．試験日及び合格発表日
１級学科試験
　試験日：2019 年 9 月 1 日（日）/ 合格発表日：2019 年 10 月 3 日（木）

１級実地試験
　試験日：2019 年 12 月 1 日（日）/ 合格発表日：2020 年 3 月 4 日（水）

4．試験地
１級学科試験

札幌、仙台、東京、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本、那覇の 12 地区
（試験地については近郊都市も含みます。）
（金沢・熊本地区は当面の間の臨時開催地区）

１級実地試験
札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の 10 地区

（試験地については近郊都市も含みます。）

5．受験手数料（建設業法施行令第27条の10）
学科試験 13,000 円 / 実地試験 13,000 円

6．受検資格（建設業法施行令第27条の5第1項等）
学科・実地試験受験者　学歴又は資格により（イ）（ロ）（ハ）（ニ）（ホ）のいずれかに該当する者
イ）学歴

上記実務経験年数のうち、1 年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要です。

ロ）2 級電気通信工事施工管理技術検定合格者（但し、2019 年度は該当者無し）

上記実務経験年数のうち、1 年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要です。

2019年１級電気通信工事施工管理技術検定試験が一般財団法人全国建設研修センターより公示されましたので、ご案
内いたします。

学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後

大学　専門学校「高度専門士」 3 年以上 4 年 6 ヶ月以上
短期大学　高等専門学校

専門学校「専門士」 5 年以上 7 年 6 ヶ月以上

高等学校　中等教育学校
専門学校（「高度専門士」「専門士」を除く） 10 年以上 11 年 6 ヶ月以上（※ 1）

その他 15 年以上

区分 学歴等 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後

2 級合格後の
実務経験年数（注 2） ― 5 年以上

合格後 5 年未満の者
（注 2）

高等学校
中等教育学校

専門学校（「高度専門士」
「専門士」を除く）

9 年以上 10 年 6 ヶ月以上
（※ 1）

その他 14 年以上
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ハ）電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けたものであって、同
種目に関し指導監督的実務経験 1 年以上を含む 6 年以上の実務経験を有する者

ニ）専任の主任技術者の経験が 1 年（365 日）以上ある者

ホ）指導監督的実務経験年数が 1 年以上、及び主任技術者の資格要件成立後専任の監理技術者の設置が必要な工事に
おいて当該監理技術者による指導を受けた実務経験年数が 2 年以上ある者

（注 1）3 年以上の実務経験のうち、1 年以上の指導監督的実務経験年数を含み、かつ、専任の監理技術者による指導
を受けた実務経験年数 2 年以上を含む。

（注 2）受検資格（ロ）及び（ニ）（ホ）の 2 級電気通信工事施工管理技術検定合格後の受検資格については、平成 31
年度は該当しない。

（注 3）8 年以上の実務経験のうち、1 年以上の指導監督的実務経験年数を含み、かつ、5 年以上の実務経験の後、専任
の監理技術者による指導を受けた実務経験年数 2 年以上を含む。

※１　 高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第 1 号）
による試験、旧大学入学資格検定規程（昭和 26 年文部省令第 13 号）による検定、旧専門学校入学者検定規程（大
正 13 年文部省令第 22 号）による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程（大正 8 年文部省令第 9 号）に
よる試験に合格した者を含む。

実地試験のみ受験者
●前年度 1 級電気通信工事施工管理技術検定・学科試験の合格者（但し、平成 31 年度は該当者無し）
●技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門（選択

科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。）に合格した者で 1 級電気通信工事施工管理技術検定・学科試験
の受験資格を有する者（（イ）（ロ）（ハ）（二）（ホ）のいずれかに該当する者）

※「実務経験」とは、電気通信工事の施工に直接的に関わる技術上のすべての職務経験をいい、具体的には下記に関
するものをいいます。

　・受注者（請負人）として施工を指揮・監督した経験（施工図の作成や、補助者としての経験も含む）
　・発注者側における現場監督技術者等（補助者も含む）としての経験
　・設計者等による工事監理の経験（補助者としての経験も含む）
なお、施工に直接的に関わらない以下の経験は含まれません。
　・設計のみの経験
　・建設工事の単なる雑務や単純な労務作業、事務系の仕事に関する経験
※実務経験年数とは、電気通信工事の施工に直接的に関わる技術上のすべての職務経験を合計した年数をいいます。

区分 学歴等
受験に必要な実務経験年数

指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2 級合格後の

実務経験年数（注 2） ― 合格後 1 年以上の専任の主任技術者
実務経験を含む 3 年以上

2 級合格後
3 年未満の者（注 2）

短期大学
高等専門学校

専門学校「専門士」
― 7 年以上

高等学校
中等教育学校

専門学校（「高度専門士」
「専門士」を除く）

7 年以上 8 年 6 ヶ月以上
（※ 1）

その他 12 年以上

2 級電気通信工事の
資格のない者

高等学校
中等教育学校

専門学校（「高度専門士」
「専門士」を除く）

8 年以上
11 年以上
（※ 1）

その他 13 年以上

区分 学歴等
受験に必要な実務経験年数

指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2 級合格後の

実務経験年数（注 2） ― 3 年以上（注 1）

2 級電気通信工事の
資格のない者

高等学校
中等教育学校

専門学校（「高度専門士」
「専門士」を除く）

8 年以上
（注 3） ―
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※実務経験年数のうち、1 年以上の指導監督的実務経験年数が必要です。
※実務経験年数は、学科試験の前日までで計算してください。
※ 2 級試験合格者の実務経験年数は、その試験の合格発表日より計算してください
※指定学科とは、電気通信工学、電気工学、土木工学、都市工学、機械工学又は建築学に関する学科をいいます。

（注：土木工学に関する学科には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。）

7．試験の科目及び基準
　1 級電気通信工事施工管理技術検定（施工技術検定規則　別表第 1（第 1 条関係））

　（注意）詳細については、2019 年 4 月 15 日（月）から販売する「受験の手引き」を参照下さい。
　※今回公表していない詳細については、随時公表する予定です。

■電気通信工事施工管理技術検定試験に関する問い合わせ先
　一般財団法人　全国建設研修センター　試験業務局電気通信工事試験部電気通信工事試験課
　〒 187-8540　東京都小平市喜平町 2-1-2
　TEL：042-300-0205（代）

試験区分 試験科目 試験基準

学科試験

電気通信工学等

1. 電気通信工事の施工に必要な電気通信工学、電気工学、土木工学、
機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。
2. 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備等（以下「電
気通信設備」という。）に関する一般的な知識を有すること。
3. 設計図書に関する一般的な知識を有すること。

施工管理法 電気通信工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管
理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。

法規 建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。

実地試験 施工管理法
設計図書で要求される電気通信設備の性能を確保するために設計図書
を正確に理解し、電気通信設備の施工図を適正に作成し、及び必要な
機材の選定、配置等を適切に行うことができる高度の応用能力を有す
ること。
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２０１９年2級電気通信工事施工管理技術検定試験のご案内

1．申込受付期間
「学科試験（前期試験）」
2019 年 3 月 6 日（水）～ 2019 年 3 月 20 日（水）

「学科・実地試験、学科試験（後期試験）」
2019 年 7 月 16 日（火）～ 2019 年 7 月 30 日（火）

申込みは簡易書留郵便による個人別申込に限ります。締切日の消印のあるものまで有効です。
※受験者本人が記入のうえ、申込みを行ってください。

2．申込用紙の販売
申込用紙は、「学科・実地試験」、「学科試験のみ（前期試験）」、「学科試験のみ（後期試験）」、｢実地試験のみ」の 4 種
類があり 1 部 600 円です。

「学科試験（前期試験）」
2019 年 2 月 22 日（金）～ 2019 年 3 月 20 日（水）

「学科・実地試験、学科試験（後期試験）」
2019 年 7 月 9 日（火）～ 2019 年 7 月 30 日（火）

※「学科試験のみ」の申込用紙について、学校等からの一括請求は、当センターのみの販売になります。

3．試験日及び合格発表日
「学科試験（前期試験）」
試験日：2019 年 6 月 2 日（日）
合格発表日：2019 年 7 月 9 日（火）

「学科・実地試験、学科試験（後期試験）」
試験日：2019 年 11 月 17 日（日）
合格発表日：学科試験（後期試験）2020 年 1 月 17 日（金）

　　　　　　：学科・実地試験　　　2020 年 3 月 4 日（水）

4．試験地
「学科試験（前期試験）」

札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の 10 地区

「学科・実地試験、学科試験（後期試験）」
札幌、釧路、青森、仙台、東京、新潟、金沢、静岡、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、鹿児島、那覇の 15 地区
なお、学科試験のみ試験地については、上記試験地に宇都宮を追加します。

　　（試験地については近郊都市も含みます。）
　　（釧路・宇都宮・静岡地区は当面の間の臨時開催地区）

5．受験手数料（建設業法施行令第27条の10）
学科・実地試験 13,000 円
学科試験のみ 6,500 円／実地試験のみ 6,500 円

6．受検資格（建設業法施行令第27条の5第1項等）
学科・実地試験受験者
下記のいずれかに該当する者
イ）学歴
　（表－ 1）

2019年２級電気通信工事施工管理技術検定試験が一般財団法人全国建設研修センターより公示されましたので、ご案
内いたします。
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※１ 高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第 1 号）に
よる試験、旧大学入学資格検定規程（昭和 26 年文部省令第 13 号）による検定、旧専門学校入学者検定規程（大正
13 年文部省令第 22 号）による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程（大正 8 年文部省令第 9 号）による試験
に合格した者を含む。

ロ）電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けたものであって、同
種目に関し 1 年以上の実務経験を有する者

学科試験のみ受験者
　受検しようとする年度中における年齢が 17 歳以上の者

実地試験のみ受験者
　下記のいずれかに該当する者
・前年度電気通信工事施工管理技術検定・学科・実地試験の学科試験合格者（但し、平成 31 年度は該当者無し）
・平成 31 年度以降の学科試験のみ合格者で（表 -1）の 2 級電気通信工事施工管理技術検定 学科・実地試験の受検資格

を有する者
・技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門（選択科

目を電気電子部門に係るものとするものに限る。）に合格した者で、（表-1）の2級電気通信工事施工管理技術検定 学科・
実地試験の受検資格を有する者

※「実務経験」とは、電気通信工事の施工に直接的に関わる技術上のすべての職務経験をいい、具体的には下記に関
するものをいいます。

・受注者（請負人）として施工を指揮・監督した経験（施工図の作成や、補助者としての経験も含む）
・発注者側における現場監督技術者等（補助者も含む）としての経験
・設計者等による工事監理の経験（補助者としての経験も含む）
　なお、施工に直接的に関わらない以下の経験は含まれません。
　・設計のみの経験
　・建設工事の単なる雑務や単純な労務作業、事務系の仕事に関する経験
※実務経験年数とは、電気通信工事の施工に直接的に関わる技術上のすべての職務経験を合計した年数をいいます。
※実務経験年数は、学科試験の前日までで計算してください。
※指定学科とは、電気通信工学、電気工学、土木工学、都市工学、機械工学又は建築学に関する学科をいいます。

（注：土木工学に関する学科には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。）
（注意）詳細については、2019 年 7 月 9 日（火）から販売する『受験の手引』を参照してください。

７.試験の科目及び基準
2 級電気通信工事施工管理技術検定（施工技術検定規則　別表第 2（第 1 条関係））

※今回公表していない詳細については、随時公表する予定です。

■電気通信工事施工管理技術検定試験に関する問い合わせ先
　一般財団法人　全国建設研修センター　試験業務局電気通信工事試験部電気通信工事試験課
　〒 187-8540　東京都小平市喜平町 2-1-2
　TEL：042-300-0205（代）

学歴等 受験に必要な実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後

大学　専門学校「高度専門士」 1 年以上 1 年 6 ヶ月以上
短期大学　高等専門学校

専門学校「専門士」 2 年以上 3 年以上

高等学校　中等教育学校
専門学校（「高度専門士」「専門士」を除く） 3 年以上 4 年 6 ヶ月以上（※ 1）

その他 8 年以上

試験区分 試験科目 試験基準

学科試験

電気通信工学等

1. 電気通信工事の施工に必要な電気通信工学、電気工学、土木工学、
機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。
2. 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備等（以下「電
気通信設備」という。）に関する概略の知識を有すること。
3. 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。

施工管理法 電気通信工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管
理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。

法規 建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。

実地試験 施工管理法
設計図書で要求される電気通信設備の性能を確保するために設計図書を
正確に理解し、電気通信設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材
の選定、配置等を適切に行うことができる一応の応用能力を有すること。
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２０１９年工事担任者試験のご案内

1．2019年度試験実施日
第 1 回　2019 年 5 月 26 日（日曜日）
第 2 回　2019 年 11 月 24 日（日曜日）

2．試験実施地及び試験会場
（1））試験実施予定地（近郊都市も含む）　

（2）試験会場　　受験票により通知します。

3．試験申請の受付期間及び受付時間

4．試験種別及び試験時間

5．試験申請の手続き及び試験手数料の払込方法
（1）申請書による申請の場合

　工事担任者試験申請書兼試験手数料払込取扱票用紙に必要事項を記入して、郵便局の窓口で試験手数料を払い込
んだ後、下記 6（2）の（一財）日本データ通信協会電気通信国家試験センターヘ申請書を郵送してください。試験
手数料については、下記 11（2）の（一財）日本データ通信協会各事務所の窓口でもお取扱いします。なお、全ての
試験科目についての試験免除の申請（以下 ｢全科目免除｣ という｡）及び実務経歴による試験科目の免除を伴う試験
申請は、申請書による申請に限ります。

（2）インターネットによる申請の場合
　　　インターネットによる申請方法はホームページ（http://www.shiken.dekyo.or.jp）を参照の上、手続きを行ってく

ださい。試験手数料の払込方法につきましては以下①～④にてお取り扱いします。

2019年工事担任者試験が一般財団法人日本データ通信協会より公示されましたので、ご案内いたします。

第 1 回
第 2 回
共通

旭川 札幌 青森 盛岡 仙台 秋田 郡山 水戸 小山 さいたま 千葉 東京 横浜

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

広島 周南 徳島 高松 松山 福岡 大村 熊本 宮崎 鹿児島 那覇
＊試験地は、受験票にて通知します。

申請区分 申請内容 申請受付期間および試験手数料払込期限

第 1 回

申請書による申請 2019 年 2 月 1 日（金）から 3 月 7 日（木）
実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請 2019 年 2 月 1 日（金）から 2 月 22 日（金）
インターネットによる申請 2019 年 2 月 1 日（金）から 3 月 7 日（木）
インターネット申請の試験手数料払込期限 2019 年 3 月 8 日（金）

第 2 回

申請書による申請 2019 年 8 月 1 日（木）から 9 月 5 日（木）
実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請 2019 年 8 月 1 日（木）から 8 月 23 日（金）
インターネットによる申請 2019 年 8 月 1 日（木）から 9 月 5 日（木）
インターネット申請の試験手数料払込期限 2019 年 9 月 6 日（金）

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

試験種別 試験種別
の記号 集合時間 開始時間 終了時間

AI・DD
総合種 N 9:15 9:30

1 科目受験者
（技術以外）

2 科目受験者
（技術は含まず）

2 科目受験者
（技術を含む） 3 科目受験者

10:10 10:50

11 :30 12:101 科目受験者
　（技術のみ）

10:50
AI 第一種 G

9:15 9:30
1 科目受験者 2 科目受験者 3 科目受験者

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

DD 第一種 K 15:15 15:30 1 科目受験者 2 科目受験者 3 科目受験者
16:10 16:50 17:30
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　　①銀行を選択した場合は、指定された（一財）日本データ通信協会の銀行口座に全国銀行協会加盟の銀行の窓口
又は ATM で払込みをお願いします。なお、一括申請の場合も利用できます。

　　②コンビニエンスストアを選択した場合は、スマートピットカードのカード番号を入力し、コンビニエンススト
ア（ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、サークルＫ、サンクスの各店舗に限ります｡）で払込みをお
願いします。ただし、一括申請の場合は利用できません。

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

　　　なお、一括申請の場合も利用できます。
　　④試験手数料については、下記 11（2）の（一財）日本データ通信協会各事務所の窓口でもお取扱いします。なお、

全科目免除及び実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請をする場合は、インターネットによる申請
の受付は行いません。ただし、平成 17 年 8 月以降に実務経歴証明書を提出し、科目免除を認められた場合で同
一種別の試験を申請するときは、インターネットによる申請の受付を行います。

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

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

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

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

8．試験科目及び出題方式
（1）試験科目

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

（2）出題方式　　択一方式（マークシーﾄ方式）

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

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

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

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

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

います。

試験実施予定地 事務所 所在地・電話番号

旭川、札幌、青森、盛岡、仙台、秋田、郡
山、小山、水戸、さいたま、千葉、東京、
横浜、甲府、新潟、長野、金沢、静岡、名
古屋、津

（一財）日本データ通信協会
電気通信国家試験センター

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

京都、大阪、神戸、和歌山、米子、岡山、
広島、周南、徳島、高松、松山、福岡、大
村、熊本、宮崎、鹿児島、那覇

（一財）日本データ通信協会
西日本支部

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

本部
関東

平成 30 年度 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）
会場

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

　平成 30 年度ＩＴＣＡセミナー（本部・関東地方本部共催）を東京都港区のメルパルク東京で開催しました。
　本セミナーは、メルパルク東京を本会場として、全国会場はアライドテレシス㈱様にご協力を頂きました支社会場、地方本部
事務局、会員会社等でＷｅｂ配信により全国 20 会場、約 410 名の方に聴講していただきました。
　今年度は、会場を５会場増設・ビデオカメラ２台で撮影して、音響設備をヤマハ㈱様にご協力を頂きました。
　東京会場は、穏やかな天候で多数の会員が参加され、情報通信の最新動向に耳を傾けられました。全国会場では、Ｗｅｂ
配信を行い、多くの会員に情報を届ける事ができました。
　演題（1）は、「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」と題して、ＮＴＴが交換機の寿命を迎える
２０２５年頃までにＩＰ網への切り替えを予定しており、またＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の提供終了等、お客様への移行事例、
代替手段対応等の今後の予定等について講演いただきました。
　演題（2）は、「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～」と題して、２０２０
年春に商用サービス開始を予定する「５Ｇ」の取り組みについて紹介、「５Ｇ」「ＡＩ」「ＩｏＴ」を軸として、パートナーの皆さま
と共に新たなサービス・ビジネスを生み出しデジタルトランスフォーメーションを推進する「協創」のビジョンを示す内容について講
演いただきました。

■演題
　（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　山内　健雅　氏
　　　　　　　（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　担当課長）

　（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　中村　寛　氏
　　　　　　　（㈱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）

司会の塚本教育委員長 坪内会長の開会挨拶 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　担当課長
山内健雅　氏

㈱ 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

東京会場風景 講演会案内
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平成 30 年度 ＩＴＣＡセミナー　全国会場風景

群馬　

金沢

松山

札幌

新潟

広島

高知

仙台

名古屋

岡山

高松

栃木

大阪

徳島

福岡 沖縄
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信越

技のにぎわいフエスタ２０１８
日程 平成 30 年 11 月11日（日） 時間 10：00 ～ 15：30会場 新潟県上越市「リージョンプラザ上越」

■新潟県が主催する「にいがた技のにぎわい２０１８上越」が開催されました。
　優れた技能の重要性と、その魅力を次世代を担う若者（特に小・中・高校生）
を中心に広く周知し、ものづくりの機運を醸成するため、優れた技の体験教室
や名工の技の実演を核としたイベントです。会場には約 4,000 人の親子連れが
来場し、お目当てのブースに足を運びました。竹馬、椅子、ビーズ作りなど 30
業種の技能士が半製品を組み立てながら子供たちに金づちや鋸を使い方を指
導しました。ＩＴＣＡブースは「ＬＡＮケーブル」作りを企画し、ケーブルの皮むき、
網祖、モジュラーに固定など一連の作業を我 の々スタッフが教えました。8 割方
はこちらで行いますが、ケーブルをＷｅｂカメラとモニターに接続して自分の顔が
映ると「やったー」と意気揚々、完成品は持ち帰ってもらいました。

九州

九州地方本部会および製品説明会
日程 平成 30 年 11 月16日（金） 時間 14：00 ～ 19：30会場 タカクラホテル福岡（福岡県福岡市中央区渡辺通2-7-21）

■平成 30 年度　九州地方本部会・製品説明会
　平成３０年度の九州地方本部会および製品説明会を福岡県福岡市渡辺通
のタカクラホテル福岡で開催しました。
　地方本部会では阿部本部長より１１月１４日に開催されました第４回理事会の
報告がありました。製品説明会は、髙文、サンテレホン、ダイコー通産の３社に
よる最新製品の紹介がありました。（１２社１７名参加）
　その後、懇親会に移り阿部本部長の挨拶と乾杯の音頭で始まり、懇親を深
めました。（８社９名参加）

関西

施設見学会

日程 平成 30 年 11 月21日（水） 会場 オムロンコミュニケーションプラザ・松下資料
館・四川

■平成 30 年 11月21日（水）広報教育委員会の主催
・京都市下京区「オムロンコミュニケーションプラザ」
・京都市南区「松下資料館　

講話：松下幸之助の成功の発想と危機克服の心得」
・会員交流会　京都市南区「新都ホテル　中華料理：四川」　　
　最初の訪問先のオムロンコミュニケーションプラザに集合し、3 階 2 階の展示
室を案内していただきました。 オムロン創業者の立石一真氏の考えが脈 と々つ
ながっていることを展示しています。オムロンでは、潜在するニーズを感知し、
社会課題を解決する技術・製品・サービスを世に先駆けて開発提供していくこ
とを「ソーシャルニーズの創造」と称し、創業以来の DNAとして受け継いで
こられ、その取り組みを紹介していただきました。自動改札機の展示では、小さ
な切符 1 枚を大きな切符 2 枚の間に挟み、その大きな切符は裏表に挿入して
も3 枚ともが上を向き小さな切符が一番上にセットされて出てくる流れ（仕組み）
を見せていただきました。オムロンコミュニケーションプラザの見学が終わり、徒
歩で松下資料館へ移動しました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　松下資料館では松下幸之助氏が理想とした人間としての生き方、人生の考
え方、企業経営のあり方、そして国家社会・世界の展望に至る幅広い内容を
著作や映像、グラフィックパネルなどを用いた展示施設を見学し、館長の遠藤
紀夫氏の講話をお聞きしました。「経営道・商人道」では、松下幸之助が確
立した経営理念や、経営、商売の基本のあり方について、「経営者・リーダー
の条件／人材育成の考え方」では、松下幸之助が説く経営者・リーダーの要
件や、人材育成の心得について、「人生の行き方・考え方／働くということ」では、
よりよい人生を生きるための心がまえ、正しい仕事観やその進め方のコツについ
て学びました。そして、「庭園シアター 松下哲学の真髄」では、松下幸之助
が思索の場とした「真々庵」の庭をイメージした雰囲気のなかで、その宇宙観、
人間観そして素直な心を体感することができました。「何のために、誰のために
仕事をしているのか」という原点を常に考え、相手に喜んでいただくために魂を
込めて仕事をしていた松下幸之助氏。生き方や働き方さらには経営や商売成
功のヒントを数多く見出すことができ、改めて松下幸之助氏の偉大さを感じまし
た。人間として、社会人として常に素直な心を忘れずに生き抜いた人生に、感
動を受けました。
　その後、すぐ横の新都ホテルへ移動し、吉本常任幹事がお勧めの中華料理

「四川」で会員交流会を行いました。本格中華のコース料理と飲み放題付きで、
高級な料理とお酒を堪能し、幹事・一般会員・事務局が垣根なく、大いに語り
合い、懇親を深めました。

【参加会員】㈱岩通サ－ビスセンタ－　エフビットコミュニケーションズ㈱　
カズヒロシステム㈱　協和テクノロジィズ㈱　近畿通信設備㈱　サンテレホン㈱
三和通信工業㈱　大和電設工業㈱　タカギエレクトロニクス㈱　田中工業㈱
蔦電工㈱　㈱テクネット　南海電設㈱　日本テクトス㈱　
㈱フィクラ通信技術研究所　藤井通信工業㈱　
16 社 26 名の方にご参加頂きました。

地方本部 　イベント報告

体験コーナーで LAN
ケーブル作りを楽しむ
子供たち

地方本部会模様

説明会模様

懇親会模様
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地方本部　INFORMATION

関東

平成 31 年　賀詞交歓会
日程 平成 31 年 1 月10日（木曜日） 参加費 関東会員は 1 社 1 名　無料

2 名以上は 1 名について5,000 円時間 13：30 ～

会場
メルパルク東京　5F　瑞雲の間

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

申込み
方法

関東会員へ「賀詞交歓会ご案内」葉書を郵送し
ます。返信葉書に出欠有無をご記入の上、返送願
います。会員以外の皆様は関東事務局へお問い合
わせ願います。
TEL:03-5244-9700

東海

平成 31 年　新年名刺交換会
日程 平成 31 年 1 月15日（火曜日）

申込み
方法

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

時間 16：00 ～

会場
ローズコートホテル　3F　アプローズの間

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

関西
65 周年記念　平成 31 年　年賀交歓会

日程 平成 31 年 1 月11日（金曜日）　　17：00 ～ 申込 年末に締め切っております。
会場 中央電気倶楽部　3 階　大食堂　　　（大阪市北区堂島浜 2-1-25　TEL:06-6345-6351）

九州

平成 31 年　賀詞交歓会
日程 平成 31 年 1 月18日（金曜日） 参加費 九州会員は 1 社 1 名 6,000 円

2 名以上は 1 名について5,000 円時間 18：00 ～

会場
八百治博多ホテル

（福岡市博多区博多駅前 4-9-2 TEL:092-483-5111）
http://www.yaoji.co.jp/

申込み
方法

九州会員へ「賀詞交歓会開催案内」をメール配信
しますので、出欠連絡票に記入の上、メール、
ＦＡＸでお申込み下さい。
ＦＡＸ:092-584-5115

東北

平成 31 年　新春セミナー及び賀詞交歓会
日程 平成 31 年 1 月21日（月曜日） 参加費 新春セミナー　無　料　　　　　　　　　　

賀詞交歓会　参加費　１名 5,000 円時間 新春セミナー 13：00 ～   賀詞交歓会  17：00 ～

会場
ハーネル仙台

（仙台市本町 2 丁目12－7　TEL022-222-1121）　
http://www.heanel.jp/

申込み
方法

東北会員へ「新春セミナー及び賀詞交歓会ご案内」
を会費請求と一緒に郵送します。参加者は FAX、
メールにて返送願います。会員以外の皆様は東北
事務局へお問い合わせ願います。
TEL:022-385-5112

新会員（平成30年10月25日～平成30年12月31日）

■通常会員

◎　会社名　　株式会社フィクラ通信技術研究所
　　　　　　　（平成30年10月25日入会）
　　所在地　　大阪府大阪市　
　　代表者　　川﨑　昌裕　　
　　TEL　　　06-6360-4141
　　事業内容　 情報セキュリティ、ネットワーク

（サーバ・ファイアウォール）構築、
ITエンジニア育成、研修の開催

◎　会社名　　有限会社ティ・エヌ・エス　
　　　　　　　（平成30年11月19日入会）
　　所在地　　宮城県仙台市　
　　代表者　　井上　孝広　　
　　TEL　　　022-287-6253
　　事業内容　 電気工事・電気通信工事・LAN設

備工事　

◎　会社名　　綜合通信株式会社　
　　　　　　　（平成30年12月13日入会）
　　所在地　　石川県金沢市　
　　代表者　　五十嵐　外光　　
　　TEL　　　076-265-5344
　　事業内容　 各種通信システム（LAN・WAN・

光伝送・無線等）の設計、施工、保守。
その他付帯工事他。　

◎　会社名　　株式会社サングリッド　
　　　　　　　（平成30年12月20日入会）
　　所在地　　神奈川県川崎市　
　　代表者　　村上　晃敏　　
　　TEL　　　044-201-7866
　　事業内容　 スマートメーター交換工事
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委員会・理事会等模様

平成30年度第2回教育委員会模様
１．日時　　　平成 30 年 10 月 22 日（月）
　　　　　　　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、
　　　　　　　西部伸治委員、森山孝委員、
　　　　　　　山内明専務理事
　　　　　　　アライドテレシスアカデミー㈱
　　　　　　　小林忍社長
４．議題

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

（2）平成 30 年度研修実施状況及び検討事項
（3）ヤマハからの ITCA 支援状況について
（4）平成 30 年度 ITCA セミナーについて
（5）平成 30 年度委員会名簿
（6）その他

平成30年度第2回業務委員会模様
１．日時　　　平成 30 年 10 月 24 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 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
　　　　　　　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
４．議題

（1）LAN 認定状況及び今後の取組み
（2）オフィスリンク取組み状況
（3）光コラボ事業の取組み状況
（4）アライドテレシス協業取組み状況
（5）平成 30 年度 ITCA セミナーについて
（6）工事担任者の資格見直し等について
（7）平成 30 年度委員会名簿
（8）その他

平成30年度第2回広報委員会模様
１．日時　　　平成 30 年 10 月 26 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 14 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 2 対地接続）
３．出席者　　栩谷晴雄委員長、
　　　　　　　松山仁副委員長、
　　　　　　　山田恭郎委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）「ITCA11 月号」編集状況
（2）「ITCA」発行状況
（3）本部ホームページ更新状況

（4）機関誌アンケート状況について
（5）平成 30 年度会員名簿発行について
（6）平成 30 年度 ITCA セミナーについて
（7）平成 30 年度委員会名簿
（8）その他

平成30年度第2回総務財務委員会模様
１．日時　　　平成 30 年 10 月 30 日（火）
　　　　　　　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　　井上新一委員長、
　　　　　　　阿部准定副委員長、
　　　　　　　今井秀昭委員、高橋正和委員、
　　　　　　　岸村智志委員、
　　　　　　　竹内聰東北本部長
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）入退会状況等について
（2）東北地方本部の本部会費滞納について
（3）平成 30 年度上期決算状況について
　　・貸借対照表
　　・正味財産増減計算書
　　・貸借対照表（組織別）
　　・正味財産増減計算書（組織別）

（4）平成 31 年度事業計画策定に向けて
（5）職務遂行状況報告について
（6）Web 会議の利用状況について
（7）平成 30 年度委員会名簿
（8）平成 30 年度 ITCA セミナーについて
（9）一般社団法人価値創造フォーラム21 加入について
（10）その他

平成30年度第1回委員長会議模様
１．日時　　　平成 30 年 11 月 7 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 2 対地接続）
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・総務財務委員長、
　　　　　　　今井秀昭業務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 30 年度第 4 回理事会議題審議
　　（上期決算状況等）

（2）その他

平成30年度第4回理事会模様
１．日時　　　平成 30 年 11 月 14 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋他 15 対地接続）
３．出席者　　坪内和人会長、大輪堅一理事長、
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　　　　　　　栩谷晴雄副理事長、井上新一副理事長、
　　　　　　　山内明専務理事
　　　　　　　今井秀昭、長谷川浩正、松山　仁、
　　　　　　　藤田義明、嶋田泰嗣、吉本幸男、
　　　　　　　江角　優、浜田展吉、阿部准定、
　　　　　　　竹内　聰、渡辺敏郎の各理事
　　　　　　　平野　毅、久野武男、
　　　　　　　千田和子の各監事
4．坪内会長挨拶要旨
　会長の坪内です。いつも協会の活動にご協力いただきあり
がとうございます。
　挨拶は短くていいよと言われたんですが、なかなかお会い
する機会がありませんので、御礼を兼ねてここで一言ご挨拶
させていただきたいと思います。
　先日、私、NTT グループの幹部と話をする機会がありまし
て、澤田新社長以下、いろいろと頑張っているなという様子
を見てきたんですが、やっぱり一番感じましたのが、かなり
本気で改革を始めているなという気が致しました。確か 11 月
7 日に中間決算があったと思いますが、あの資料を見ても判
りますけれども、随分色々な所に前向きに取り組んでいるこ
とが伝わってまいります。私が感じたのでは 2 つ項目がある
かなと思いました。
　1 つは新技術、新しい技術に対して非常に貪欲に取り組ん
でいるということであります。もう今更言うまではありませ
んが IoT があり、AI があり、5G があり、カタカナがいっぱ
い並んでいますが、それをただ取り込むだけではなく研究開
発費 1 兆円に乗せるかという形で前向きに、更に先に行こう
というような意欲が感じられた。これが第 1 点でした。
　それからもう 1 点は、キーワードは B to B to X というふう
に言っていましたけれども、もう自分で全部サービスを完結
するということはしないで、色々なところとコラボレーショ
ンしながらソリューションを提供していくという方向がかな
り明確になったということであります。本気だなと思ったの
は、それを達成するために今の持株会社の下に中間の持株会
社を作って、事業ドメインを見直すぞということをかなり明
確に出したことであります。
　すでに国際、グローバルの子会社は来年 7 月に作ると宣言
していますが、面白いなと思いましたのは、「街づくり事業推
進会社」というのを持株会社として中間持株会社として作っ
て、そこに今のファシリティーズとか都市開発だとか電力関
係の子会社とかこういうの全部集めて地域ぐるみで情報化、
再開発をする事業をやらせるという、これもまだこのあと細
かい話が出てくると思いますけれど、相当力が入っていると
いうことでした。随分変わってきた。通信事業者が随分、自
分の姿を変えて取り組んでいるというのがお判りいただける
と思います。
　今、たまたま NTT の話をいたしましたけれども、KDDI さ
んも先日の中間決算でかなり大胆なコラボレーションの話を
いたしましたし、ソフトバンクさんはまた違ったやり方です
けれども子会社を上場させるというふうな荒業もやっている。
という意味では通信事業者、今、どんどん変わっている中で
自分も変えているというのがお判りいただけるかと思います。
これは要するに変わらなければ生き残れないということの裏
返しです。
　これは我々企業、それぞれの個々の企業も協会もどんどん

時代に合わせて変わって行かないと成りゆかないということ、
これは皆さんご理解頂いていると思いますけれども、そうい
うふうな事を迫られていることになろうかと思います。協会
として皆さんにどういうことが出来るかというのは、会員の
皆さんが変わっていく事に対して協会が手助けをする、ある
いは情報をお渡ししてどんどん変わってもらう。という環境
を作るということがたぶん協会の仕事だろうと私は思ってお
りますので、今回、今日の議題の中では東北から報告ござい
ますけれども、小さな改革ではありますけれど前向きに現状
を変えたいという姿勢を私は評価したいと思いますし、この
後の協会の方のセミナーがございますけれども、これはもう
5G とそれから IT のマイグレーション、目の前の技術の変化
に対して何をしなければいけないかという事を実地の人から
講演をいただくという内容でございます。
　これからもこういう形で会員の皆さんの為に変わるべき方
向を示すとか、あるいはお手伝いするとかいう形で何とか力
を発揮していきたいと思っております。引き続き各地方本部
の皆様方の協力をお願いするということで、私の挨拶と致し
ます。どうぞ宜しくお願いします。
5．大輪理事長挨拶要旨
　本日の議事の進行を議長として進めさせていただきます。
宜しくお願いします。お忙しい中、本当にお集まりいただき
まして、ありがとうございます。会長のお話の中にもありま
したように、本年度の ITCA セミナーは、関東、本部共催で
開催しますけれども、今、中間集計しますと 386 名の参加と
いうことで大変好評を博しておりまして去年よりもかなり増
えているという事であります。中には会員のいわゆる誘致を
目的として、知り合いにご参加頂いているというような言葉
も頂いております。特に四国地方は高松の 68 社ということで
大変前向きに対応頂いてありがたく思っております。
　最近、マイグレーション、今回のセミナーの中にマイグレー
ションがある訳ですけれども、各メーカー、当協会の賛助会
員のメーカーの方々のマイグレーションの対応はどうするの
と聞きますと皆、同音でやはりクラウド PBX で対抗しますと
いう事の開発にだいぶ走っているようです。これは我々の業
界にとりましても大きなイノベーションが発生するわけです
から、今までは機器を売って保守料を収入として得、保守工
事というものがあって、それをまた時代とともにリプレース
してきたという周期が、保守が無くなり、機器の販売が無く
なるということ、こういう変化も無くなるということで、い
わゆる薄利多売の手数料、クラウドの手数料位しか入らない
構造になっております。
　あるところではメーカーでは、オフィスコンピューターを
クラウドに持っていきました。それによって各会社は、特に
パートナーは大変泣いております。収益構造がガタ落ちになっ
てしまうという構造の大きな変化に我々も直面する事となる
と思います。それをヘッジする為にはやはりエッジコンピュー
ティングだとかそういった物に技術も向けて行かなければい
かんと痛感した次第でございます。
　それでは本日は上期の決算を軸に会議を進めて行きたいと
思います。大変増収ということで Web 会議あるいは各地方本
部の経費削減によるものもあり、本当に大幅な黒字化の改善
となりました。本当にこの場を借りて、厚く御礼申し上げます。
　一方、会員の状況につきましては、昨年度上期は、入会が
プラス 8、退会マイナス 14 ということで、絶対値ではマイ
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ナス 6 と減となっておりましたが、今年度は上期の入会が 13、
退会が 12 ということで、プラス 1 の増、ということで、プラ
ス 609 社ということで、700 社には遠いんですけれども、取り
敢えず確実に会員を募っていくことが、重要な我々の役割で
はないかというふうに思っております。
　例えば今年度上期で 13 社入会すると、これ 10 年経つと 130
社が増になるわけです。ところが退会が 12 ということは、こ
の 12 を阻止しなければ、あるいは半減させなければ絶対値は
増えないという事であります。この退会を阻止する為には協
会の魅力であります。やはり会員の皆さまの収益のアップと
いうものとその情報提供、イノベーションあるいは新しい技
術というものは今、会長のお言葉の中にありました通りだと
私も思っております。
　是非 30 年度も会員の増を図り、協会の健全に向けて一層
取り組むよう仲間を増やす方法に努力をお願いいたしまして、
挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
6．議事内容

（審議事項）
　平成 30 年度第 4 回理事会議題について次のとおり審議した。

（１）会員入退会状況
　山内専務理事は、資料－１「会員の入退会状況」について、
その概要及び内容について具体的な説明を行い、異議なく
議決した。

（２）平成 30 年度ＩＴＣＡセミナーについて
　今井業務委員長は、資料－２「平成 30 年度ＩＴＣＡセ
ミナー」について、その概要を説明し、山内専務理事より、
内容について具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（３）平成 30 年度会員名簿発行について
　栩谷広報委員長は、資料－３「平成 30 年度会員名簿発行」
について、その概要を説明し、山内専務理事より、内容に
ついて具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（４）平成 30 年度研修実施状況及び検討事項
　藤田教育委員長は、資料－４「平成 30 年度研修実施状況
及び検討事項」について、その概要を説明し、山内専務理
事より、内容について具体的な説明を行い、異議なく議決
した。

（５）東北地方本部の本部会費滞納について
　井上総務財務委員長は、資料－５「東北地方本部の本部
会費滞納」について、その概要を説明し、山内専務理事より、
内容について具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（６）平成 30 年度上期決算状況
　井上総務財務委員長は、資料－６「平成 30 年度上期決
算状況」について、その概要を説明し、山内専務理事より、
内容について具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（７）平成 31 年度事業計画策定に向けて
　井上総務財務委員長は、資料－７「平成 31 年度事業計画
策定に向けて」について、その概要を説明し、山内専務理
事より、内容について具体的な説明を行い、異議なく議決
した。

（報告事項）
（８）職務執行状況報告

　山内専務理事は、資料－８「職務執行状況報告」の概要
を説明し、山内専務理事より、大木一夫前理事長（代表理
事）、坪内和人会長（代表理事）、大輪堅一理事長（代表理事）、
並びに山内明専務理事（業務執行理事）の、平成 30 年 5 月

1 日から平成 30 年 9 月 30 日までの職務執行状況について
説明し、承認された。

（９）工事担任者の資格見直し等について
　山内専務理事は、資料－９「工事担任者の資格見直し等
について」に基づき、近年の国土交通省及び総務省等への
対応、10 月からの「IP ネットワーク設備委員会」へのオブ
ザーバー参加状況の概要を説明し、了承された。

（10）LAN 認定状況及び今後の取組み
　山内専務理事は、資料－ 10「LAN 認定状況及び今後の取
組み」に基づき、9 月末の状況を説明し、承認された。

（11）オフィスリンク・光コラボ事業・アライドテレシス協業
取組み状況
　花園事務局長は、資料－ 11「オフィスリンク・光コラボ
事業・アライドテレシス協業取組み状況」に基づき、9 月
末の状況を説明し、承認された。

（12）アライドテレシス更なる協業取組み状況
　山内専務理事は、資料－ 12「アライドテレシス更なる協
業取組み状況」に基づき、9 月末の状況を説明し、承認された。

（13）ヤマハからの ITCA 支援状況
　山内専務理事は、資料－ 13「ヤマハからの ITCA 支援状況」
に基づき、9 月末の状況を説明し、承認された。

（14）ITCA 発行状況
　山内専務理事は、資料－ 14「ITCA 発行状況」に基づき、

「ITCA」の 30 年度発行状況について説明し、承認された。
（15）本部ホームページ更新状況

　山内専務理事は、資料－ 15「本部ホームページ更新状況」
に基づき、前回の理事会報告以降の、平成 30 年 3 月 14 日
～ 10 月 15 日迄の更新内容等を説明し、承認された。

（16）機関誌アンケート状況
　山内専務理事は、資料－ 16「機関誌アンケート状況」に
基づき、9 月号までの応募状況及び粗品進呈状況を説明し、
承認された。

（17）Ｗｅｂ会議の利用状況
　山内専務理事は、資料－ 17「Ｗｅｂ会議の利用状況」に
基づき、今年度実施したＷｅｂ会議の想定費用対効果につ
いて説明し、承認された。

（18）一般社団法人価値創造フォーラム２１加入について
　山内専務理事は、資料－ 18「一般社団法人価値創造フォー
ラム２１加入について」に基づき、今年度上期に入会した
組織概要について説明し、承認された。

（19）平成 30 年度委員会名簿
　山内専務理事は、資料－ 19「平成 30 年度委員会名簿」
を説明し、承認された。

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

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

（22）会議日程
　山内専務理事は、資料－ 22「平成 30 年度理事会等予定」
に基づき、来年度の定時総会は会場の都合により、予定表
通り午後 3 時からの開催とするが、再来年度については他
の団体の開催時間等を踏まえ、午前中の開催としたい旨を
説明し、承認された。

ITCAvol49本文.indd   28 2018/12/21   14:35



29

第51回電気通信産業功労賞を中国地方本部の宇都宮氏と
東海地方本部の山田氏が受賞

一般社団法人電気通信協会では、電気通信関係業
務に永年従事し、優秀な技能と善良で勤勉な人格を
もって事業の発展に寄与した方、あるいは創意工夫、
機器の改良開発により斯業の発展に貢献された方を
対象として、昭和 43 年から「電気通信産業功労賞」
を授与しています。第 51 回受賞者は 34 名が選出さ
れ、情報通信設備協会からは中国地方本部会員 山口
システム通信株式会社 顧問 宇都宮　貢 氏と東海地
方本部会員 三友電子株式会社 代表取締役 山田恭郎 
氏（東海地方本部 副本部長）が受賞されて、11 月
22 日（木）に東京都千代田区霞ヶ関の東海大学校友
会館で贈賞式が行なわれました。

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

受賞者紹介

◎宇都宮　貢　氏（山口システム通信株式会社　顧

問　中国地方本部）　

会員名：山口システム通信株式会社
所在地：山口県山口市
受賞理由： 昭和 46 年４月、沖電気工業㈱に入社し、

47 年余の永きにわたり電気通信事業の
発展に貢献されました。平成 13 年山
口システム通信㈱社長に就任し、これ
までの情報通信機器整備の経験から官

公庁へのビジネスホン移行による業務
効率化、指令管制システム、医療・介
護施設への商品紹介等地域社会の貢献
と情報通信の健全な発展に多大な尽力
をされました。
また、平成 16 年 5 月・平成 28 年 5 月
から（一社）情報通信設備協会中国地
方本部理事に就任され、人材育成や地
域の情報通信整備に寄与されました。

◎山田　恭郎　氏（三友電子株式会社　代表取締役

　東海地方本部　副本部長）

　会員名：三友電子株式会社
　所在地：愛知県名古屋市
　受賞理由： 昭和 56 年 4 月、三友電子㈱に入社し、

37 年余の永きにわたり情報通信設備の
普及と業界の発展に貢献されました。
この間、情報通信機器の提案・販売に
従事し、PBX（構内交換機）におい
ては ISDN 回線の登場により、利便性
とコストメリットで大きな拡販実績
を達成しました。また PNW（Private 
Network）の構築で音声の広域内線化、
データ通信との統合で通信料の劇的な
低廉化が可能となり、お客様の PNW
構築を販売、設計から施工まで手がけ
ました。また、（一社）情報通信設備
協会において本部理事や東海地方本部
副本部長を歴任し、電気通信事業の発
展に寄与されています。

（左から）山田氏、和才会長（（一社）電気通信協会）、宇都宮氏、坪
内会長、山内専務

式典模様
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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 237		（2） 45 （1） 13 （1） 45（-6） 7 （1） 11 （11） 70 （70）

信 越 11 （-） 4 （-） 1		 （-） 3 （-） − − （-） 5 （5）

東 海 64 （-3） 9 （1） 3 （-） 2 （1） 1 （-） 8 （8） 20 （20）

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

関 ⻄ 66 （1） 15 （-） − 10 （1） 2 （1） 9 （9） 17 （17）

中 国 56 （-2） 9 （-） − 4 （-） 2 （-） 7 （7） 9 （9）

四 国 52 （-） 3 （-） 1 （1） 5 （5） 1 （-） 4 （4） 16 （16）

九 州 29 （-） 5 （1） 2 （-） 2 （-） 2 （1） 3 （3） 8 （8）

東 北 34 （3） 4 （1） − 1 （-） 2 （-） − （-） 5 （5）

北 海 道 29 （2） 7 （-） 1 （-） 3 （-） 1 （1） 1 （1） 11 （11）

（⼩ 計） 596	（3） 106		（4） 22 （2） 76		（2） 19 （4） 48	（48） 169	（169）

本 部 15 （-1） − − − − − −
（合 計） 611			（2） 106		（4） 22 （2） 76		（2） 19 （4） 48		（48） 169		（169）

ＩＴＣＡ事業施策状況一覧

情報通信設備協会の「事業施策状況⼀覧 2018年12⽉31⽇現在」をお知らせいたします。

区 分 記 事

会員数 各地⽅本部は特別会員を含む（本部は賛助会員数）

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

光コラボ（参⼊会員） ㈱ティーガイアと再卸契約締結会員（協会取次会員）

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
⻘森

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

⻑野

東海
岐⾩ 愛知
三重 静岡

北陸
⽯川
富⼭
福井

関⻄
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

⻑崎 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-‐‑‒171103-‐‑‒3271-‐‑‒5151 03-‐‑‒3281-‐‑‒7000

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

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

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

新広告データ

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

最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  

LAYCOM Layer & Computer

IT構築・運用サービスのパートナーをお探しの皆様へ

株式会社レイコム TEL：03-3288-0130 FAX：03-3288-0170 (担当：松尾・児玉)
〒101-0061東京都千代田区神田三崎町2-22-8 梨本ビル3階 http://www.laycom.co.jp  E-Mail：information@laycom.co.jp

①サーバ・クライアント構築
Windows・Linuxサーバー

設計・構築から、クライアント
展開(Windows7・8等)も含
めてご提供いたします。

②ネットワーク構築
ネットワーク機器の設置・設定
から、LAN工事に至るまで、

物理層全般に渡る設計・施工
をご提供いたします。

インフラ設計・構築・保守まで一括サポートいたします

＆
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５Ｇをえがく５Ｇをえがく ドコモソリューション

東証
上場

〒 東京都港区浜松町

〒
東京都中央区八丁堀 エンパイヤビル 階

＜パートナー＞＜パートナー＞＜パートナー＞
ドコモ／
＜パートナー＞＜パートナー＞
ドコモ／ドコモ／
＜パートナー＞

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

サイボウズ／協立情報通信

階ドコモショップ八丁堀店 階

協立情報通信株式会社

階階階 情報創造コミュニティー階
階

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

■FRONT VOICE
　新年を迎えて
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
東北地方本部の現状打開と活動状況　
一般社団法人情報通信設備協会　東北地方本部　本部長 竹内 聰

■特集
環境省の花粉情報をチェックして早めの治療と日常生活の対策に役立てよう

■業界特集
「ワイヤレスファースト」鮮明に
クラウド型から始まるネットワーク変革

■新製品・新サービス
ドコモgaccoが「無線通信・IoT通信・センサネットワーク」と

　「クラウドサービス・分散システム」を開講

   

2019.1  vol.49

一般社団法人 情報通信設備協会
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東海地方本部関西地方本部四国地方本部

信越地方本部

北陸地方本部中国地方本部

九州地方本部
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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

明けましておめでとうございます。
　本年もITCAを宜しくお願い申し上
げます。
　本年は、5月1日から新元号へ変わる
スタートの年です。どのような年号にな
るのか楽しみです。また、昨年11月に
新時代の大きなイベントとして2025年
開催の万国博覧会が大阪 夢洲（ゆめ
しま）に決定しました。東京五輪後の日
本経済の新たな起爆剤となり、経済効
果が約2兆円とも言われております。
テーマは「いのち輝く未来社会のデザ
イン」ですので新しい技術や製品が期
待されます。情報通信業界では、本年
から新しい国家試験「電気通信工事
施工管理技術検定」1、2級が始まりま
す。本誌とHPで試験のご案内をして
おりますのでご覧ください。

（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
　竹内　聰
　笹原　弘志
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