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５月１日より新時代「令和」が幕明け
ました。万葉集「梅花の歌」から典拠さ
れたこの歌は、「梅のように咲き誇る花
を咲かせる日本でありたい」と「平和の
花」を咲かせる思いが込められている
ように感じます。下の漢字が「和」という
ことで、昭和生まれの私にとっては懐か
しい中にも新しさがある不思議な感じ
がします。皆さんは、どんな新元号を予
想していたでしょうか。私は、某ドラッグ
ストアの年号当てクイズに「和恵」と応
募しましたが、「令和」の当選者がいた
のか気になっています。情報通信の世
界も新時代を迎え、新技術や新ソ
リューションの「技術の花」に期待して、
ＩＴＣＡの皆様と共に新時代を歩んで
行きたいと思います。

（編集委員）
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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 ５Ｇをえがく ドコモソリューション
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FRONT VOICE

一般社団法人 情報通信設備協会
理事長　大輪　堅－

令和元年度の事業運営に向けて
～公益目的事業の最終年度を迎え、
財務基盤の安定を目指して～

会員の皆様には、日頃より協会の活動にご理解と
ご支援を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、平成 30 年度の事業活動を振り返りますと、
受取会費や研修事業の減収があるものの、東海地方
本部の隔年開催の機材展による収支改善、また、各
地方本部の継続的な経費削減や Web 会議の活用に
より、経常損益は黒字決算となりました。

　一方、会員数につきましては、ここ数年は減少傾
向に歯止めがかかりつつあり、微増ながら 5 社プラ
スで 613 社となりましたが、協会が目標としている

「700 社」にはまだほど遠い状況にあります。協会が
全国組織としてあり続けるためには、会員拡大によ
る財務基盤の安定が欠かせず、更に魅力ある協会を
目指して改革を進めていかなければなりません。

　令和元年度の事業運営方針は、去る 3 月 13 日の
理事会で承認され、活動がスタートいたしました。
平成 24 年の一般社団法人への移行から 8 年目を迎
え、国から認定された公益目的事業の実施も今年度
が最終年度となります。令和 2 年度から協会事業が
内閣府への届け出不要となることを踏まえ、その先
を見据えた協会の運営の在り方について本腰を入れ
て検討を重ねて参ります。また、予算につきまして
は、更なる経費削減に取組み、会員の声に耳を傾け
期待に応えるために、次の活動を柱に事業運営を行
うことといたします。

１．人材育成及び育成の支援
（1）LAN 設計技術者を育成するため「初級ネット

ワーク技術者研修」及び資格認定試験を、e ラー
ニングで実施いたします。

（2）LAN 構築技術者を育成するため「中級ネット
ワーク技術者研修」「無線 LAN 技術研修」及び
資格認定試験を、また、2 つを一体化した研修
コースも実施いたします。

（3）国家資格である「工事担任者」資格取得のため
の試験直前研修、e ラーニングによる「工事担
任者」資格取得研修を実施いたします。

２．会員の事業支援及びアライアンスの推進
（1）アライドテレシス㈱やヤマハ㈱及び㈱ NTT ド

コモとの協業ビジネスを進めるとともに、新た
な受託業務の推進等、会員のビジネスチャンス
を拡大する事業支援を行います。

（2）約 100 社が認定を受けている「LAN 認定」制
度について、認定会員の拡大及び外部への周知
等、普及促進に向けた活動を行います。

３．広報活動の強化と関係諸団体等との協力連携
（1）機関誌「ITCA」について、地方本部からの掲

載記事及び情報提供等、掲載内容を更に充実さ
せ、ホームページを活用した情報提供を進めて
まいります。

（2）電気通信事業法第 71 条で定めている、工事担
任者資格者による工事の実施、監督への理解を
広めるため、関係諸団体と連携し、総務省等関
係機関への働きかけを進め、利用者への周知活
動に取り組みます。

情報通信社会が、スマートホンの普及、クラウド
型サービスの拡大、IoT・ビッグデータ・AI など急
速に進展する中、本年 9 月には 5G のプレサービス
が開始され、2020 年夏には運用が開始される予定で
あります。ICT の戦略的活用は経済再生と超高齢化
における医療・介護問題、地方創成などの社会的課
題の解決には不可欠となっています。協会はこれを
ビジネス拡大のチャンスと捉え、会員企業の更なる
発展と事業基盤の確立を目指して尽力する所存であ
りますので、皆様方の一層のご支援、ご鞭撻をよろ
しくお願い申し上げます。
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地方本部だより

■平成 28 年度　施設見学会　
　京セラファインセラミック館

平成 28 年 11 月 25 日（金）広報教育委員会の主催で、
京都市伏見区「京セラファインセラミック館」への
施設見学会に20社32名の方にご参加いただきました。

ファインセラミックスについて
材料、加工技術など、ファインセラミックスにつ

いての基本を紹介。また、縄文時代の土器から、現
在に受け継がれている各種の焼き物を経て、ファイ
ンセラミックスの出現までの歴史を振り返る展示を
してあります。 

京セラが開発してきた数多くの製品を、昭和 34 年
の創業当時から年代を追って展示しています。ファ
インセラミック技術の変遷を、実際の製品とそれが
使用された完成機器、時代背景を物語る年表などと
併せて解説しています。

高硬度や剛性、また圧電性や耐熱性などさまざま
なファインセラミックスの特性を実験 VTR で視聴
できるとともに、動作モデルでも体感できるコーナー
を設けてあります。

極限の世界で活躍するファインセラミックスとし
て、小惑星探査機「はやぶさ」のリチウムイオン電
池端子に採用された製品や約 11,000m の深海で地震
観測現場を支える耐圧容器など宇宙や深海など極限
の世界で活躍するファインセラミック製品を展示し
ています。

半導体産業の発展を支え続けてきた京セラのセラ
ミックパッケージ製品の開発の変遷を半導体産業や

京セラのトピックスとともに、幅 5m の大型パネル
で見ることができます。

通信事業に参入
2000 年 10 月にスタートした新生 KDDI の母体と

なった DDI（第二電電）は、1984 年に日本の電気通
信事業が自由化されたときに、京セラを中心として
設立された会社です。日本の長距離通信の料金がた
いへん高いことに疑問を感じていた稲盛氏は、京セ
ラが新規参入することで長距離電話料金が安くなれ
ば、国民のためになると考えました。電気通信事業
の分野を専門とする技術者は京セラにいませんでし
たが、「国民のためにぜひともやるべきである」と
いう強い信念のもとに、第二電電の設立に踏み切っ
たそうです。第二電電は既存のインフラを持ってい
ませんでしたので、山の頂上から頂上へパラボラア
ンテナの鉄塔を組み、東京・大阪間に電波を飛ばし
て中継しました。急ピッチでのインフラ整備を行い、
なんとか他の新電電と同時期に営業を開始されてい
ます。
　通信事業に参入する際、稲盛氏は「通信事業を始
めようとする動機は善なのか、そこに私心はないの
か」と自分自身に厳しく問い続け、この事業に参入
する決心をされました。常に世のため人のために尽
くすという純粋な気持ちを持続されておられます。

京セラ㈱本社の敷地内で、本社社屋の南隣の稲盛
ライブラリーでは、稲盛フィロソフィ（哲学）が発
信されています。京セラ㈱の創業から今日までの発
展の原動力として、高い技術力とともに挙げられる

関西地方本部では、会員の皆様に経営の参考や知識の向上を図るとともに親睦を深める為に、毎年施設見学会を
おこなっております。今回の地方本部だよりでは、企業訪問３年分を紹介して、先人の熱い思いを伝えさせてい
ただきます。関西へお越しの際は、観光と施設見学をお勧めいたします。

関西地方本部の活動報告
一般社団法人 情報通信設備協会 関西地方本部

事務局長　江見　重和
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のは、京セラフィロソフィの共有の結果とされてい
ます。稲盛氏の人生哲学、経営哲学「敬天愛人」を
中心に技術者・経営者としての足跡や社会活動を見
学しその考えに触れることは、今後の経営・人生の
参考となりますので、ぜひとも訪問していただきた
いところです。

■平成 29 年度　施設見学会　関西国際空港
平成 29 年 10 月 19 日（木）広報教育委員会の主催

の泉南市「関西国際空港（特別関空見学プラン）」へ
の施設見学会に 12 社 22 名の方にご参加いただきま
した。
　特別見学プランは、オフィシャルガイドが添乗す
ることで、通常立ち入ることの出来ない保安区域の

「北進入灯付近」「国内貨物地区」「トラック待機場」
「KIX メガソーラー」「第 2 ターミナル横見学台」の
うち 1 箇所だけバスから降車して見学できるコース
です。
　JR 大阪駅前の西梅田バス暫定駐車場に集合し、貸
切バスで関空到着後、待機していたオフィシャルガ
イドが添乗して、通常立ち入ることの出来ない保安
区域のメガソーラー施設に入りました。機内食工場
や大きな給油タンクなど、空港を支える裏方の施設
を車窓見学。間近に離着陸する飛行機は、迫力満点
でした。国際貨物地区、機内食工場、給油タンク施設、
管制塔、北進入灯付近を走行し、その間ガイドによる、
飛行機にまつわるエピソードや空港通信設備につい
て話しを聞くことができ、最新設備内容の研修とな
りました。

■平成 30 年度　施設見学会　
　オムロンコミュニケーションプラザと松下資料館

平成 30 年 11 月 21 日（水）広報教育委員会の主催
で京都市下京区「オムロンコミュニケーションプラ
ザ」と京都市南区「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」に 16 社 26 名の方
にご参加いただきました。
　オムロンコミュニケーションプラザの 3 階 2 階の
展示室は、オムロン創業者の立石一真氏の考えが脈々
と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。オムロンの歴史、
ビジョン、社会に貢献すること、ぶつからない車社会・
エネルギー効率の最大化・安心安全快適なインフラ
づくり、快適な暮らしを支える電子部品、健康で長
生き、ものづくりを革新するものづくり技術等を展
示しておられます。

　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が
あります。館長の遠藤紀夫氏の講話は、「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、大いなる感動を受けました。

オムロンコミュニケーションプラザも松下資料館
も機会があれば是非訪問されることをお勧めします。
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業界ニュース　2月 

　IDC Japan ㈱は、国内 SMB IT 市場（Small and Medium-sized Business：中堅中小企業）の 2018 年〜 2022 年の予
測を発表した。これによると、2018 年の国内 SMB IT 市場においては、2020 年 1 月の Windows7 のサポート終了に
伴う PC の更新需要に加えて、同じく 2019 年 10 月に予定されている「消費税増税／軽減税率制度」への対応を目的
に関連システムの刷新、改修が見込まれることから、市場規模は 4 兆 1,214 億円で前年比 1.5％とプラス成長を予測し
ている。国内 SMB IT 市場は、2019 年までプラス成長を予測している。2020 年は、消費税増税、「東京オリンピック
／パラリンピック」終了後の反動に伴い一旦低い成長率となるが、その後穏やかに回復するとみている。IT サプラ
イヤーは、2020 年以降の国内 SMB IT 市場の拡大に向けて、第 3 のプラットフォーム、およびイノベーションアク
セラレーターを活用したソリューションの積極的な展開が求められる。

（URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ44865119 ）

IDCJapanが国内 SMB IT市場予測を発表

　㈱ NTT ドコモは、世界初の第五世代移動通信方式（5G）を活用した、360 度 8K3D60fpsVR ライブ映像配信・視聴シ
ステムを開発した。本システムを利用することでスポーツや音楽のライブイベントをリアルタイムに 360 度 8K 映像とし
て撮影、配信することが可能となり、ヘッドマウントディスプレイを通して 3DVR ライブ映像を視聴することが可能に
なる。開発にあたり、スポーツなどの動きの激しい映像コンテンツもスムーズに視聴できるよう、フレームレート 60fps
に対応した 8K エンコーダを開発した。また、ライブストリーミング専用 3D カメラとステッチング装置を開発し、3D
による立体感のある映像視聴を可能にした。さらに、ヤマハ㈱の立体音響技術「ViReal™� （バイリアル）」を音響システ
ムに導入することで、前後・上下・左右、あらゆる方向から聴こえてくる音をヘッドホンで体感できるようになった。

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2019/02/04_00.html ）

NTTドコモが世界初、360度8K3D60fpsVRライブ映像配信・視聴システムを開発

　総務省及び国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）は、インターネットプロバイダと連携し、サイバー攻
撃に悪用されるおそれのある IoT 機器の調査及び当該機器の利用者への注意喚起を行う取組「NOTICE（National 
Operation Towards IoT Clean Environment）」を 2019 年 2 月 20 日より実施した。NICT の業務にサイバー攻撃に悪
用されるおそれのある機器の調査等を追加（5 年間の時限措置）する「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通
信研究機構法の一部を改正する法律」が 2018 年 11 月 1 日に施行された。改正法に基づき、NICT は、2019 年 2 月
20 日からインターネット上の IoT 機器に、容易に推測されるパスワードを入力することなどにより、サイバー攻撃
に悪用されるおそれのある機器を調査し、当該機器の情報をインターネットプロバイダへ通知する。インターネット
プロバイダは、当該機器の利用者を特定し、注意喚起を実施する。NOTICE サポートセンターは、利用者からの問
合せに応じ、適切なセキュリティー対策を案内する。NOTICE サポートセンター　TEL：0120-769-318（無料・固定
電話）、03-4346-3318（有料）　HP: https//notice.go.jp

（URL: http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00011.html ）

総務省が IoT機器調査及び利用者への注意喚起の取組「NOTICE」を実施

　富士フイルム㈱は、世界初の「屈曲型二軸回転機構レンズ」を搭載し、本体を動
かさずにレンズの回転だけでさまざまな方向へ投写できる超短焦点プロジェクター

「FUJIFILM PROJECTOR Z5000」を 2019 年 4 月より販売開始した。本製品は、スペー
スの制約でこれまで置くことができなかった場所でも簡単に設置でき、従来投写でき
なかった方向にも迫力ある映像を映し出すことができる画期的なプロジェクターであ
る。最先端の「FUJINON レンズ」の光学技術を活かして開発した、世界初の「屈曲
型二軸回転機構レンズ」を搭載。レンズを上・下・前・後・左・右の向きに切り替え
ることで、本体を動かさずさまざまな方向へ投写することが可能。壁やスクリーンのみならず、天井や床などにも映
像を映し出すことができるほか、映像の向きを縦・横自在に切り替えることもできる。価格：オープン価格　お問い
合わせ先：富士フイルム㈱　HP：https://biz.fujifi lm.jp/projector_contact_ja.html
（URL: https://www.fujifilm.co.jp/corporate/news/articleffnr_1395.html?_ga=2.7621874.1316720709.1550196020-
1042756867.1550196020 ）

富士フイルムが大画面投写できる超短焦点プロジェクター「FUJIFILM 
PROJECTOR Z5000」を発売

「FP-Z5000」縦置き時
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　シャープ㈱は、マイク内蔵型の業務用ネットワーク監視カメラ「YK-H021A」を 2019 年 5 月中旬に発売する。「映像」
と「音」で、より高度な監視を実現する。本機は、カメラ本体にマイクを内蔵。映像とともに周囲の音も記録する。小
売店などの商業施設や工場、倉庫などに設置すれば、不審者の侵入音、機械や装置から発生する異音なども映像ととも
に確認できる。トラブルの発生を察知しやすくなるほか、トラブルの状況を事後に確認する際にも役立つ。幼稚園や保
育園などでの子どもの見守り用途にも活用できる。常時録画・録音はもちろん、物音や話し声などを検知した前後の映
像と音のみを記録する設定も可能である。同時に、管理者にメールで知らせたり、管理室内のアラームを鳴らしたりす
ることもできる。また、夜間や薄暗い場所でも対象物をカラー撮影できる「低照度カラー機能」に加え、白とびを抑え
る「暗所補正機能」を搭載。閉店後の店舗や消灯後のオフィスなどでもしっかりと映像
を記録する。さらに、高度な動画圧縮を可能とする「H.263+」方式を採用しているので、
ネットワークの負荷を抑えて、効率よく伝送できる。価格：オープン価格　お問い合わ
せ先：シャープ㈱　先進設備開発本部　商品開発統括部　商品企画部　TEL:072-991-1645

（URL: http://www.sharp.co.jp/corporate/news/190226-c.html ）

シャープがマイク内蔵型　業務用ネットワーク監視カメラ「ＹＫ－Ｈ０２１Ａ」を発売

YK-H021A

　シャープ㈱は、モバイル型ロボット「RoBoHoN（ロボホン）」の新製品 3 機種を 2019 年 2 月 27 日より販売開始した。
二足歩行が可能な＜ SR-03M-Y（LTE/3 モデル）＞と＜ SR-04M-Y（Wi-Fi モデル）＞に加え、今回新たに “ 着座 ” タイ
プの「RoBoHoN lite」＜ SR-05M-Y（Wi-Fi モデル）＞をラインアップに追加した。新搭載の「お留守番」アプリでは、
ご自宅で留守番するロボホンが人物を検知すると、写真を撮影し、あらかじめ設定したメールアドレスに送信。外出中
に子供の帰宅などを確認することができる。ロボホンが撮影しているリアルタイムの映像をスマートフォンで確認した
り、スマートフォンに文字入力した言葉をロボホンから子供に伝えたりすることも可能
である。また、IoT リモコン「eRemote mini」（別売り）との連携により、テレビや照
明器具などの各種家電製品を音声で操作することもできる。さらに、パソコンやタブレッ
ト端末上でブロック状のオブジェクトを組み合わせて簡単にプログラムの作成ができる
ソフトウェア「ロブリック」＜ SR-SA04 ＞（別売）で、楽しくプログラミングも学べ
る。法人向けには、「施設案内」と「受付」アプリを新たに用意した。商業施設などで
の多言語（日本語・英語・中国語・韓国語）による案内のほか、受付でのお客様のおも
てなしにも活用できる。価格（税別）：SR-03M-Y  180,000 円　 SR-04M-Y  120,000 円　
SR-05M-Y　79,000 円　お問い合わせ先：シャープロボホンサポートセンター　TEL:050-
5577-7649（URL: http://www.sharp.co.jp/corporate/news/190218-d.html ）

シャープがモバイル型ロボット「RoBoHoN（ロボホン）」の新製品3機種を発売

モバイル型ロボット「RoBoHoN」
<左：SR-03M-Y/SR-04M-Y、
右：SR-05M-Y>

　NEC は、商品の香りを体験しながら仮想店舗内でのネットショッピングを想定した世界初の VR システムを開発
した。本システムは、ベンチャー企業である VAQSO Inc. の VR から香りを発生させる技術を活用し、仮想店舗内で
商品（りんご・オレンジ・クロワッサン）に近づくと、VR ヘッドセットに取り付けられたデバイスから商品の香り
が発生し、自宅にいながら嗅覚も合わせた臨場感ある買い物体験ができる。2021 年以降、5G 回線内蔵の小型・軽量
VR 端末の普及する可能性があり、VR ショッピングが一般化すると推測されている。NEC はこれまで、危険な作業・
研修などのトレーニング用途、ユーザビリティ検証などのシミュレーション用途、遠隔会議などのコミュニケーショ
ン用途として、「法人 VR ソリューション」を展開してきた。今回、VR を活用したショッピング用途として新たに
システム開発することで、VR の活用範囲を拡充した。（URL: https://jpn.nec.com/press/201902/20190214_01.html ）

NECが世界初、商品の香りを体験できるネットショップを想定した VRシステムを開発

　ソフトバンク㈱は、AI やロボット、クラウド、セキュリティー、IoT、RPA など、法人向け次世代サービスの開
発や提供、普及を通して、あらゆる産業におけるデジタルトランスフォーメーションを促し、情報革命を推進するた
めに、さまざまなビジネス領域における高い技術・経験を持つ企業と情報革命のプラットフォームを共創する新たな
プログラムとして、ソフトバンク法人パートナープログラム「ONE SHIP（ワンシップ）」を 2019 年 2 月 14 日から
開始し、パートナーの募集を開始した。「ONE SHIP」では、「ソリューションパートナー」として、次世代サービス
やソリューションの開発を担う「デベロップメントパートナー」と、最新テクノロジーのコラボレーションの設計・
導入を支援する「インテグレーションパートナー」を今回募集する。また、次世代サービスの普及と創造意欲を持つ
販売代理店には「セールスパートナー」として参加して頂き、次世代サービスの開発や提供、普及を推進してもらう。
お問い合わせ先：ソフトバンク㈱　HP：https://www.softbank.jp/biz/sbpp/

（URL: https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2019/20190214_01/ ）

ソフトバンクが法人向け次世代サービスの共創を推進する法人パートナープログラム「ＯＮＥ ＳＨＩＰ」を開始
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業界ニュース　3月 

　IDC Japan ㈱は、国内パブリッククラウドサービ市場予測を発表した。これによると 2018 年の国内パブリックク
ラウドサービス市場規模は、前年比 27.2％増の 6,688 億円となった。また、2018 年〜 2023 年の年間平均成長率（CAGR：
Compound  Annual Growth Rate）は 20.4％で推移し、2023 年の市場規模は 2018 年比 2.5 倍の 1 兆 6,940 億円になる
と IDC は予測している。国内 IT 市場では、クラウドファースト戦略を実行する企業が増加している。また、パブリッ
ククラウドを利用するシステム領域は、「情報システム」から「基幹系システム」へと多様化、拡大している。2018
年の国内パブリッククラウドサービス市場は、従来型 IT からクラウドへの移行が堅調に進み、高い成長を遂げた。
今後も、ユーザー企業における従来型ITからパブリッククラウドへの移行は継続する。また、デジタルトランスフォー
メーション（DX）や新技術を活用した「生産性の向上」「業務の効率化」を目的として、パブリッククラウドを利用
するユーザー企業は増加する見込みである。これらのことから、国内パブリッククラウドサービス市場は、高い成長
を継続すると IDC は予測している。（URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ44928319 ）

IDCJapanが国内パブリッククラウドサービス市場予測を発表

　㈱内田洋行は、大手企業を中心に導入されるクラウド型会議室運用管理システム「Smart Rooms（スマートルーム
ス）」に蓄積されるデータを用いて、企業の生産性向上のためにワークプレイスを診断するサービスメニュー「会議
改善診断サービス」を開発して、2019 年 4 月 22 日よりサービス開始をする。本サービスは、企業等で急速に導入が
進む、Microsoft のグループウェア「Microsoft 365」と連動するシステムで、複数・多拠点の会議室の予約管理や空
き状況、回転率など効率的なオフィスワークを実現する。主な内容は、①会議改善診断　POC サービス（個別見積）
　②会議改善ダッシュボード　基本サービス Power BI 版（月額 2 万円〜）　③会議改善ダッシュボード　拡張サー
ビス　Mugen 版（個別見積）　お問い合わせ先：㈱内田洋行　ネットワークビジネス推進統括部　TEL:03-6659-7076

（URL: https://www.uchida.co.jp/company/news/press/190306.html ）

内田洋行が働き方改革の支援で「会議改善診断サービス」を開始

　㈱ NTT フィールドテクノは、“ デジタルサイネージお客様センター ” を立ち上げ、デジタルサイネージの導入か
ら運用までトータルに支援する BPO ソリューション「All In One サイネージ」を 2019 年 3 月 5 日より提供開始した。
本ソリューションの特長は、①サイネージ導入から保守、コンテンツ運用までのトータルな BPO ソリューション。②
多彩なインタラクティブコンテンツや緊急時の災害情報コンテンツ。③ 24 時間 365 日対応のデジタルサイネージお客
様センターでサポート。提供料金（税抜）：9,800 円／月額・台数　提供方法：お客様との個別契約により提供　お問
い合わせ先 URL：https://www.ntt-ft.jp/service/product/signage/  （URL: https://www.ntt-ft.jp/news_release/1322/ ）

NTTフィールドテクノがサイネージ導入から運用までトータルに支援する BPOソリューション
「ALL In Oneサイネージ」を提供開始

　TOA ㈱は、高画質の防犯カメラシステム「AHD カメラシステム」を拡充し、「壁掛型
AHD レコーダー 16 局」を 2019 年 3 月 12 日に発売した。AHD カメラシステムは、AHD

（Analog High Defi nition）規格を採用し、従来のアナログカメラシステムの約 6 倍（当社比）
にあたるフル HD 画質（1920 × 1080pixel）の高精細映像を撮影可能な防犯カメラシステム
である。配線の線材種別や延長可能距離について、従来システムとの互換性を確保してお
り、既設アナログカメラの配線をそのまま利用し、高画質なカメラシステムへの置き換え
が可能である。このたび、録画装置 1 機種を発売し、システムを拡充した。新商品「壁掛
型 AHD レコーダー 16 局」は、カメラ映像の録画機能、閲覧用の液晶モニター、カメラに電源を供給するカメラド
ライブユニットを、省スペースの壁掛型筐体に一体化。店舗のバックヤードなど狭いスペースにも設置でき、「見る」「撮
る」「再生する」という防犯カメラシステムの基本的な機能をオールインワンで利用できる。接続可能なのは、本シリー
ズの AHD 方式のカメラに加え、従来品の NTSC 方式のカメラ。カメラ方式の違いは本機が自動で判別する。AHD
方式のカメラを接続した場合、カメラメニューの設定も可能である。従来品壁掛型レコーダー 16 局とは横・縦のサ
イズ（450mm × 480mm）、取付穴の位置と寸法が同じため、リニューアルに最適である。価格：オープン価格　お
問い合わせ先：TOA ㈱   お客様センター　TEL:0120-108-117
（URL: https://www.toa.co.jp/products/news/2019/news2019-03-13ah.htm ）

TOAが高画質の防犯カメラシステム「AHDカメラシステム」を拡充
「壁掛型 AHDレコーダー16局」を新発売

TOA株式会社
品番：AH-R116W4
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　㈱日立ソリューションズ・クリエイトは、AI 導入をめざす企業向けに、豊富な AI 知識、技術力とシステム構築経験
をもつ日立ソリューションズ・クリエイトの技術者（講師）による体験型学習を含む「AI 教育サービス」を 2019 年 4
月 1 日から販売開始した。本教育サービスは、企業におけるそれぞれの目的に応じた 3 つのコースを設定して、AI に
関する知識を提供するとともに、業務システムへの適用方法や導入プロセスを体験型学習を通じて理解することにより、
企業の業務システムへの AI 導入を加速していくものである。価格：① AI ビジネス概論コース（2H・最低参加人数 5
名）30,000 円／人　② AI 技術概論コース（1 日・最低参加人数 10 名）　70,000 円／人　③ディープラーニング実践コー
ス（3 日間・最低参加人数 5 名）210,000 円／人　お問い合わせ先：㈱日立ソリューションズ・クリエイト　インサイド
セールス部　TEL:0120-954-536

（URL: http://www.hitachi-solutions-create.co.jp/company/newsrelease/2019/0326_01/index.html ）

日立ソリューションズ・クリエイトがＡＩ導入をめざす企業向けに「ＡＩ教育サービス」を販売開始

NEC ネッツエスアイ㈱は、㈱ Cho&Company と共同でソー
ラーパネルとバッテリーによる独立電源、4G（LTE）/3G 通信
モジュールを搭載したモバイルソーラーカメラソリューション
を開発し、2019年4月1日よりサービス開始した。本ソリューショ
ンは、監視用カメラにソーラーパネルとバッテリーを一体型で搭載し、満充電なら日照がなくても約 3 日間継続利用
が可能で、MVNO をはじめとした様々な 4G（LTE）/3G のモバイル回線が利用できるモバイル監視カメラソリュー
ションである。LAN 配線や電源が確保できず、従来では設置が困難であった河川や山間部への導入など、お客様の
多種多様な監視ニーズに柔軟に対応する。また、監視映像は本体 SD カードに約 10 日分を録画し、クラウド経由で
PC やスマートフォン / タブレットなど様々なデバイスで閲覧可能である。提供価格（税別）: モバイルソーラーカメ
ラ本体標準価格　880,000 円　※セットアップ・配送費を含み、設置費用等は含まず。　クラウドサービス利用料：1,800
円 / 月〜　※契約は 1 年単位、サポート料含む。モバイル回線利用料は別途。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: https://www.nesic.co.jp/news/2019/20190327-2.html ）

ＮＥＣネッツエスアイがＬＡＮ配線／電源工事が不要な
モバイルソーラーカメラソリューションのサービスを開始

モバイルソーラーカメラの外観

　リコージャパン㈱は、TATEITO ㈱の学習プラットフォームとリコージャパンオリジナル教育コンテンツや IT インフ
ラ構築・運用のサポートを組み合わせて、人材の定着化と戦力化を支援する中小企業向けサービス「人財教育パック」を
2019 年 3 月 28 日より提供開始した。人財教育パックは、隙間時間を利用していつでもどこにいても必要な教育を従業員
が主体的に学ぶ新しい教育スタイルを支援するサービスである。ベテラン従業員による仕事の様子を撮影し、教育用動画
コンテンツとして共有することが可能なほか、集合研修などの長時間動画を短くチャプターで区切り隙間時間を利用して
受講できるコンテンツに編集するサービスも提供している。また、リコーがこれまでグループ社員向けに展開してきたコ
ンプライアンス・情報セキュリティー・行動規範教育などの動画教育コンテンツを汎用化してプリセットすることで、導
入したその日から学習できる。価格：オープン価格　お問い合わせ先：リコーテクニカルセンター　TEL:0120-892-111

（URL: https://jp.ricoh.com/release/2019/0328_1?_ga=2.195358188.198688070.1553834814-2015801660.1553834814 ）

リコーが隙間時間に動画で学べる「人財教育パック」を提供開始

アイ・マーキュリー㈱は、光回線専用ミラーポート付 Voice スイッチ PS-51Jplus を 2018 年からリリースしてきたが、
2019 年に入り電話機メーカ及び通話録音機器メーカから続々と PS-51Jplus の採用決定及びセット販売が開始された。
ビジホン主装置（及びルータ・UTM）を設置する際、スイッチング HUB を ONU 直下に接続するケースがあり機器メー
カや設置工事事業者はコンプライアンスを遵守するため適合認定（JATE）取得済
の Voice スイッチを設置する必要がある。これにより設置工事業者の責任分界点が
明確になり、エンドユーザの業者間調整や機会損失を解消することが可能となる。
また設定レスで音声優先や雷サージ対策等にて利便性を高めると共にミラーポート
の装備により通話録音機器と接続可能であることと障害時には即座に通信解析が可
能となった。後者は設置工事業者や各メーカにとって保守効率化が期待できる。因
みに PS-51J は 2014 年から販売開始されているが、PS-51Jplus は PS-51J にポートミ
ラーリング機能を追加された機種である。型名：PS-51Jplus　定価：￥59,800　お問
合せ先：アイ・マーキュリー（株）　ソリューション営業部　TEL：03-6265-1860
（https://www.imrcry.jp/products/onu/ps51jplus.html）

アイ・マーキュリーが提供する光回線専用ミラーポート付Ｖｏｉｃｅスイッチのセット販売開始

PS-51Jplus

PS-51Jplus背面
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特集

我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」など
の状況に直面しています。こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意
欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。「働き方改革」は、この課題の解決
のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがよ
り良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。本特集では、2019年4月1日より順次施行さ
れています「働き方改革」の推進についてご紹介しますので、中小企業の施行時期を確認して実施に備えましょう。

中小企業も！働き方改革
　～2019年4月1日より順次施行～

１．働き方改革の推進のために
①国の施策

労働者の多様な事情に応じた「職業生活の充実」
に対応し、働き方改革を総合的に推進するために、
国として、次のような施策を講じています。

●労働時間の短縮と労働条件の改善
●雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
●多様な就業形態の普及 
●仕事と生活（育児、介護、治療）の両立

②事業主の責務
事業主は、労働者の「職業生活の充実」を責務と
します。労働時間の短縮や労働条件の改善など、
労働者が生活との調和を保ちつつ意欲と能力に応
じて就業できる環境の整備に努めなければなりま
せん。

 長時間労働の是正と、多様で柔軟な働き方の実現
■時間外労働の上限規制

時間外労働の上限は、原則として月 45 時間、年
360 時間とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、
年 720 時間、単月 100 時間未満（休日労働を含む）、
複数月平均 80 時間（休日労働を含む）を限度とし
ます。月 45 時間を超えることができるのは、年間
6 か月までです。
※自動車運転業務、建設事業、医師、鹿児島県・
沖縄県の砂糖製造業、新技術・新商品等の研究開
発業務等に関しては、適用猶予・除外があります。

■年次有給休暇の確実な取得
使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与される
全ての労働者に対し、毎年 5 日、時季を指定して
年次有給休暇を与えなくてはなりません。

■労働時間の客観的な把握
すべての人の労働時間の状況が適切な方法で把握
されるよう、法律で義務づけられます。

■フレックスタイム制の拡充
フレックスタイム制の「清算期間」（労働時間の調
整が可能な期間）の上限が 1 か月から 3 か月に延
長されます。

■高度プロフェッショナル制度
高度な専門的知識を必要とする対象業務に従事す
る労働者で、年収や健康確保措置等の一定の要件
を満たす場合には、労働時間、休日、深夜の割増
賃金等の規定は適用除外となります。

■勤務間インターバル制度の普及促進
前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定時
間の休息を確保する仕組みです。

■産業医・産業保健機能の強化
事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労
働者の健康管理等の内容を報告しなければなりま
せん。また、産業医に対し必要な情報を提供しな
ければなりません。

■残業の割増賃金率の引上げ
2023 年 4 月から、月 60 時間を超える時間外労働に
係る中小企業の割増賃金率が引上げられます。

 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
■不合理な待遇差の解消
非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用
労働者、派遣労働者）と正規雇用労働者の間の不合
理な待遇差が禁止されます。正規雇用労働者と職務
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内容や人事異動の範囲などが同一である場合は同じ
待遇（均等待遇）を、違う場合は、その違いに応じ
た待遇（均衡待遇）を確保しなければなりません。
また、派遣労働者は、派遣先の正規雇用労働者との
均等・均衡待遇、または、労使協定により同種の業
務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等
以上の待遇を確保する必要があります。

■待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者の求めに応じて、正規雇用労働者

との待遇差の内容・理由等を説明することが義務化
されます。

■行政指導や裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の
規定の整備

都道府県労働局による行政指導の規定が整備される
とともに、無料・非公開の裁判外紛争解決手続（行
政 ADR）が利用できます。

２．働き方改革関連法の施行時期
 長時間労働の是正と、多様で柔軟な働き方の実現

 

 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

 

３．36 協定（さぶろくきょうてい）
■ 36 協定とは？

労働基準法で定められた、1 日 8 時間・1 週 40 時
間以内の法定労働時間を超えて時間外労働（残業）
をさせる場合は、
① 36 協定の締結 ②所轄労働基準監督署長への届出

が必要です。

※この協定の根拠が労働基準法第 36 条に規定され
ていることから「36 協定」と呼ばれています。

　36 協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1
日、1 か月、1 年当たりの時間外労働の上限」な
どを決めなければなりません。
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■時間外労働の上限規制とは？
時間外労働の上限は、月 45 時間・年 360 時間。臨
時的な特別の事情があって労使が合意する場合で
も、年間 720 時間、月平均 80 時間以内（休日労働
を含む）、月 100 時間未満（休日労働を含む）を超
えることはできません。また、45 時間を超えるこ
とができるのは、年間 6 か月までです。

■ 36 協定の締結に当たって
① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめて

ください。
② 使用者は、36 協定の範囲内であっても労働者に

対する安全配慮義務を負います。また、労働時
間が長くなるほど過労死との関連性が強まるこ
とに留意する必要があります。

③ 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分
化し、業務の範囲を明確にしてください。

④ 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月
45 時間・年 360 時間）を超えることはできません。
限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、
できる限り具体的に定めなければなりません。

⑤ 1 か月未満の期間で労働する労働者の時間外労
働は、目安時間を超えないように努めてください。

※目安時間：1 週間 15 時間、2 週間 27 時間、4 週
間 43 時間

⑥ 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なく
するように努めてください。

⑦ 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福
祉を確保してください。

⑧ 限度時間が適用除外・猶予されている事業・業
務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉
を確保するよう努めてください。

４．支援策について－ 働き方改革や人手不足につい
て、まずはご相談ください！ －

■専門家による無料相談窓口
　①よろず支援拠点

生産性向上や人手不足への対応など、経営上の
あらゆる課題について、専門家が相談に応じます。

　　［お問い合わせ先］
　　各都道府県よろず支援拠点

URL：https://yorozu.smrj.go.jp/

　②働き方改革推進支援センター
働き方改革に取り組む企業の様々な課題につい
て、社会保険労務士等の専門家が無料で相談に
応じます。また、様々な関係機関と連携し、出
張相談会やセミナー等を実施します。

　　［お問い合わせ先］

　　各都道府県労働局雇用環境・均等部
　　URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/
　　　　　seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

　③ハローワーク
働き方改革に取り組む企業の求職者への周知、
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見
学会や就職面接会等を実施しています。

　　［お問い合わせ先］
　　各都道府県労働局職業安定部、公共職業安定所
　　URL：https://www.mhlw.go.jp/
　　　　　kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

■設備・IT 導入等による生産性向上＆業務効率化支援
　①ものづくり・商業・サービス補助金

革新的なサービス開発・生産プロセスの改善に
必要な設備投資を支援します。

　　［お問い合わせ先］
各都道府県地域事務局（都道府県中小企業団体
中央会）

　　URL：https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29mh_
　　　　　koubo201802new.html

　②ＩＴ導入補助金
生産性向上に資する IT ツール（ソフトウェア）
の導入を支援します。

　　［お問い合わせ先］
平成 29 年度補正サービス等生産性向上 IT 導入
支援事業

　　URL：https://www.it-hojo.jp/　　
　　
　③小規模事業者持続化補助金

商工会・商工会議所と作成した経営計画に基づ
いて行う販路開拓等を支援します。

　　［お問い合わせ先］
　　所在地を管轄する商工会・商工会議所
　　URL：http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/
　　　　　shokibo/2018/180309jizoku.htm

　④中小企業の投資を後押しする固定資産税特例
高い労働生産性の向上を目指す企業が導入する
設備について、3 年間固定資産税を軽減（ゼロ〜
1/2）します。これに合わせ、「ものづくり・商業・
サービス補助金」等の予算措置を拡大・重点支
援します。

　　［お問い合わせ先］
　　中小企業庁 財務課 TEL:03-3501-5803
　　URL：http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/
　　　　　seisansei/index.html 
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　⑤人材確保等支援助成金
金融機関と連携し、省力化のための装置など生
産性向上に資する設備等の導入と賃金アップを
実施した企業を支援します。

　　［お問い合わせ先］
　　都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓口
　　URL：https://www.mhlw.go.jp/general/seido/
　　　　　josei/kyufukin/madoguchi.html

　⑥業務改善助成金
生産性向上に資する設備・機器の導入等を行う
とともに、事業場内最低賃金を引き上げた企業
を支援します。

　　［お問い合わせ先］
　　各都道府県労働局雇用環境・均等部（室）
　　URL：https://www.mhlw.go.jp/
　　　　　kouseiroudoushou/shozaiannai/
　　　　　roudoukyoku/dl/kokinbushitsu.pdf

　⑦時間外労働等改善助成金
出退勤管理のソフトウェア導入・更新費用、専
門家による業務効率化指導、生産工程の自動化・
省力化等、労働時間短縮や生産性向上を支援し
ます。

　　［お問い合わせ先］
　　各都道府県労働局雇用環境・均等部（室）
　　URL：https://www.mhlw.go.jp/
　　　　　kouseiroudoushou/shozaiannai/
　　　　　roudoukyoku/dl/kokinbushitsu.pdf 

■魅力ある職場づくり＆人材育成
　①両立支援等助成金

育児休業の円滑な取得・職場復帰の支援や、代
替要員の確保を行った企業を支援します。

　　［お問い合わせ先］　
　　各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等
　　受付窓口
　　URL：https://www.mhlw.go.jp/general/seido/
　　　　　josei/kyufukin/madoguchi.html

　②育児・介護支援プラン導入支援事業
社会保険労務士等の専門家である育児・介護プ
ランナーが、 育児・介護休業からの復帰プランの
策定支援を行います。

　　［お問い合わせ先］
　　株式会社パソナ 
　　育児・介護支援プロジェクト事務局

※本事業は株式会社パソナが厚生労働省より受
託・運営しています

　　URL：http://ikuji-kaigo.com/

　③ 65 歳超雇用推進助成金
66 歳以上の継続雇用延長や 65 歳以上の年齢まで
の定年引上げ、高年齢者向けの雇用管理制度の
導入等を行う企業を支援します。

　　［お問い合わせ先］
独）高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県
支部高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支部
は高齢・障害者窓口サービス課）

　　URL：https://www.johas.go.jp/

　④人材確保等支援助成金
雇用管理制度や介護福祉機器の導入、介護・保
育労働者に対する賃金制度整備等に取り組む企
業を支援します。

　　［お問い合わせ先］
各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付
窓口

　　URL：https://www.mhlw.go.jp/general/seido/
　　　　　josei/kyufukin/madoguchi.html

　⑤キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者の正社員化や正規雇用労働者
との賃金規定・諸手当制度の共通化等の取組を
支援します。

　　［お問い合わせ先］
各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付
窓口

　　URL：https://www.mhlw.go.jp/general/seido/
　　　　　josei/kyufukin/madoguchi.html

　⑥産業保健関係助成金
　　社員の健康づくりのための取組を支援します。
　　［お問い合わせ先］
　　（独）労働者健康安全機構
　　URL：https://www.johas.go.jp/

　⑦人材開発支援助成金
通常の業務を離れて行う社員訓練（OFF-JT）や 
通常の業務の中で行う社員訓練（OJT）について、
経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

　　［お問い合わせ先］
各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付
窓口

　　URL：https://www.mhlw.go.jp/general/seido/
　　　　　josei/kyufukin/madoguchi.html

（出典：政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/
cam/hatarakikata/about/index.html）
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ビジネスにおけるコミュニケーション手段は多様
化しているが､ 今も最重要のポジションにあるのが
メールである。
　そのため、メール経由で実行されるサイバー攻撃
は多く、｢標的型攻撃の約 95％はメールがきっかけ｣
といわれている。そして近年、メールを使った新た
な攻撃手法として脅威が増しているのが、ビジネス
メール詐欺（Business Email Compromise : BEC）で
ある。
　ビジネスメール詐欺は、経営幹部や取引先などの
ふりをして､ 送金や機密情報の提供などを促すメー
ルを送り付け､ 金銭や情報をだまし取る｡ 企業の公
開情報を基になりすまして複数の企業に攻撃を仕掛
けるケースと、メールのやり取りを盗み見て社内情
報や取引先情報などを事前に把握した上で高度にな
りすますケースの 2 通りがある（図表1）。
　差出人には正規のドメインに類似のものが使われて
いたり､ 件名や本文に ｢緊急｣「重要｣ といった緊急
性の高さを匂わせる文言が用いられるなど、人間の心
理的な隙や行動のミスにつけ込む ｢ソーシャルエンジ
ニアリング｣ の手法を駆使した手口を特徴とする。
　FBI（米連邦捜査局）によると、ビジネスメール
詐欺は 2013 年 10 月〜 2018 年 5 月の約 5 年間に世界
中で 7 万 8617 件発生し、被害総額は 125 億 3694 万

8299 ドル（約 1 兆 4000 億円）に上った。このうち
2017 年 1 月〜 2018 年 5 月の月平均被害額は 470 億円、
1 件あたりの平均被害額は 2090 万円と高額化する傾
向にある。1 件あたりの披害金額が数万〜数十万円の
ランサムウェアと違い、｢当たればリターンの大きい」
攻撃手法といえる。
　国内では 2017 年 12 月、日本航空が取引先を装っ
た攻撃者に約 3 億 8000 万円を詐取される事件が発生
して大きな注目を浴びた｡ ただ当時のビジネスメー
ル詐欺は一般的に英文メールだったため､ 海外に拠
点や取引先の多い企業が狙われやすいとされてきた。
　ところが 2018 年 7 月、IPA（独立行政法人情報処
理推進機構）によって日本語の詐欺メールが初めて
確認され、海外との取引がない企業においても被害
に遭う可能性が高まっている。トレンドマイクロの
｢ビジネスメール詐欺に関する実態調査 2018｣ によ
れば､ 約 4 割の国内企業が金銭や特定の情報を騙し
取ることを目的にしたメールを受信したことがある｡
今や規模や業種を問わず､ あらゆる企業がビジネス
メール詐欺のターゲットとなりうるといっても過言
ではないだろう。
　悪質 ･ 巧妙な手法を使い､ 高額な被害をもたらす
ビジネスメール詐欺をどのように防げばいいのだろ
うか。

業界特集

日本語の詐欺メールもついに発見され、国内での脅威がさらに高まるビジネスメール詐欺｡ 送信ドメイン認証
やAI活用､社員教育など、｢技術｣と｢組織｣の両面からの対策により､被害を防ぐことができる。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

日本語メールも登場、「技術」と「組織」で対策
ビジネスメール詐欺を防ぐには？

図表1　ビジネスメール詐欺の例
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■なりすましに有効なドメイン認証
｢先方が指定する海外の口座に送金する必要がある

ので､ 至急対応をお願いします｣ ―｡ 経営幹部や取
引先を騙り、こうしたメールを担当者に送り付ける
ビジネスメール詐欺は、件名や本文が通常の業務メー
ルと変わらないため、スパムフィルターなど従来型
のメールセキュリティでは検知することが困難だ。
　なりすましメールかどうかを見分けるのに有効と
される技術に､ 送信ドメイン認証がある。
　なりすましメールは、受信者に安心してメールを
開かせるため、実在のドメインを詐称して送信する
ことが多い。この詐称を受信側で検出可能にするの
がドメイン認証技術であり、ネットワークベースと
電子署名ベースの 2 通りの方法がある。
　前者は、メール送信者のドメインと送信元 IP ア
ドレスが､ 送信側メールサーバーの管理者が設定し
たものと一致するかどうかを検証する技術で、SPF

（Sender Policy Framework） と、 そ の 上 位 互 換 の
Sender ID がある。後者は、送信元が電子署名を行い、
受信者がそれを検証することでなりすましや改ざん
を検知する方法で､ DKIM（Domainkeys Identified 
Mail）と呼ばれる。
　さらに､ SPFおよびDKIMの両方を活用する技術とし
て DMARC（Domain-based Message　Authentication、
Reporting ＆ Conformance）がある（図表2）。
　SPF や DKIM で送信ドメイン認証に失敗したと
き、すなわちドメイン詐称の可能性がある場合､ 受
信側では受信を拒否したり、ヘッダに注意書きを挿
入したり、迷惑メールとして別のフォルダに隔離す
る。しかし、送信側で設定に誤りがあったり、メー
ルの転送で IP アドレスが変わるなど､ なりすまし以
外の原因で認証に失敗している場合もある。ところ
が受信側から送信側に対し、認証に失敗した理由を
フィードバックする仕組みがないため、送信側では
原因を把握することが難しい。
　DMARC では､ SPF や DKIM による認証に失敗し

たメールに対し、受信側がどのように取り扱うかを
① none（処理方法を指定しない）、② quarantine（隔
離）、③ reject（受信拒否）の 3 通りから送信側が指
定できる。また､ 受信側の認証結果を受け取る窓口
を送信側に公開する仕様になっており、認証結果の
レポートを受け取ることが可能だ。
　｢DMARC は､ SPF など従来の技術からさらに一歩
進んだ認証方法により、ビジネスメール詐欺の排除
に効果を発揮するだろう｣ と IDC Japan ソフトウエ
ア＆セキュリティリサーチマネージャーの赤間健一
氏は評価する。
　SPF や DKIM を補強する役割を果たす DMARC は、
米国や英国では採用が政府機関に義務付けられてい
ることから一足早く普及しており、Gmail など海外
のメールプロバイダーはすでに対応済みだ｡ 国内で
も、サイバーソリューションズのメールセキュリティ
サービス ｢MAILGATES Σ｣ など､ SPF/DKIM に加
えて DMARC 対応が進んでいる。ただ､ 海外と比べ
ると、まだ認知度も低く、普及は大幅に遅れている。

その理由の 1 つとしては、技術的なハードルの高
さもある。例えば、DMARC レポートのデータは
XML 形式のデータになっており、ドメイン管理者は
加工したうえで閲覧する必要があるため、負担が大
きい。そこで最近は､ DMARC レポートの解析をサ
ポーﾄするソリューションも登場している｡ 例えばプ
ルーフポイントの ｢Proofpoint Email Fraud Defense｣
は､ DMARC レポートを自動的に解析し、Web ベー
スの専用ポータル上で可視化するとともに最適な対
処方法の提案など独自のインテリジェンスを加えた
付加価値を提供する。

■ AI でメールの ｢クセ｣ を分析
　送信ドメイン認証はなりすましメールに大変有効
な技術だが､ 万全ではない。ドメインではなく送信
者欄の表示を詐称している場合や､ 模倣ドメインに
よるなりすましを防ぐものではないことには留意す

図表2　送信ドメイン認証の流れ
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る必要がある。
　特に問題となるのが模倣ドメインだ｡ 正規のドメ
インのアルファベットの ｢m｣ を ｢rn（アルファベッ
トの r と n）に変えたり、アルファベットの ｢o｣ の
代わりに数字の ｢0｣ を用いるなどして､ 正しいドメ
インを模倣する。
　攻撃者が模倣ドメインを使って DNS サーバーを構
築し DMARC を設定すると、模倣ドメインを用いた
なりすましメールは受信側で DMARC 認証に成功し
てしまう。
　そこでトレンドマイクロはなりすましメール対策
として､ 送信者情報や件名等のヘッダ情報や本文の
内容など､ 複数の要素から総合的に判断して不審メー
ル を 検 出 す る「SNAP（Social eNgineering Attack 
Protection）｣ をゲートウェイ製品などに導入している。
　さらに、トレンドマイクロでは新しい対策技
術として ｢Writing Style DNA｣ を 2 月 15 日以降、
Office 365 や Gmail と連携したセキュリティサービ
ス ｢Trend Micro Cloud App Security｣ や､ Microsoft 
Exchange 向けセキュリティソフト ｢InterScan for 
Microsoft Exchange｣ に順次組み込んで提供する。日
本語メールにも対応する予定だ。
　Writing Style DNA は、経営幹部や経理部長などビ
ジネスメール詐欺でなりすまされる可能性が高い人
物が作成するメールについて､ 大文字の利用頻度や
文章の長さ、空白の使用頻度など約 7000 通りの ｢ク
セ｣ を AI が分析し、各自のメールの書き方のモデル
を作成。このモデルを受信メールと照合し、なりす
ましメールを検知する。ビジネスメール詐欺の疑い

があると判定すると、受信者や管理者に警告付きメー
ルが､ 偽装された送信者には確認メールがそれぞれ
送られ、披害を防ぐことができる。
　トレンドマイクロ ビジネスマーケティング本部エ
ンタープライズソリューション部部長の宮崎謙太郎
氏は ｢送信ドメイン認証や SNAP など従来の対策に
Writing Style DNA が加わることで､ より防御を強化
できる｣ と多層防御の重要性を強調する。
「Writing Style DNA」で不審メールと判断すると、
受信者に送付されるメール（上）、管理者に対しビジ
ネスメール詐欺の疑いを警告するメール

■情報収集段階の対策も必要
　多層防御という意味では、メールの盗み見を防止
し、攻撃相手に “ 本物 ” に近いメールを書かせないた
めの対策も必須だ。
　メールの認証情報の窃取には、主に ｢フィッシン
グ｣ や ｢キーロガー｣ といった手法が用いられる。
このため、不正サイトヘのアクセスブロックや添付
ファイルのサンドボックス解析などのメールセキュ
リティ、不正プログラム対策、サーバーやクライア
ントのエンドポイント保護といった対策を行う必要
がある。
　このうちメールセキュリティについては、マクニ
カネットワークスが 2 月 6 日、Menlo Security 社の
メールアイソレーションサービス ｢Menlo Security 
Advanced Email Threat Isolation｣ の取り扱いを開始
した。
　これは、Web 分離に活用されているアイソレー

トレンドマイクロの「Writing Style DNA」は、AIを使ってメール作成者のクセを分析する

「Writing Style DNA」で不審メールと判断すると、受信者に送付されるメール（上）、管
理者に対しビジネスメール詐欺の疑いを警告するメール
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（出典：テレコミュニケーション March 2019）

ション（分離）技術を応用したもの｡  Office 365 や
G Suite といった Web メールと連携し、メール本文
の URL リンクヘのアクセスと添付ファイルの開封を
クラウド上にある Menlo Security Isolation Platform
で行うので､ 分離 ･ 無害化されたコンテンツを安全
に閲覧することができる。また、フィッシングメー
ルも URL リンクを解析し､ 独自のリスクスコアリン
グにより注意を喚起させるメッセージを表示したり、
読み取り専用で閲覧させることで､ 偽サイトでの ID/
パスワード情報の入力を防ぎ､ 情報漏洩リスクを排
除する（図表3）。
　IDC Japan の赤間氏は ｢ドメインを詐称したメール
ヘの返信防止には､ 誤送信対策も有効だろう｣ と指
摘する。
　例えばラクスのメール共有 ･ 管理システム ｢Mail 
Dealer （メールディーラー）｣ は、オプションの 1 つ
に送信内容確認機能がある。
　確認画面で送信先および差出人のアドレス、添付
ファイルの内容といった各項目の横にチェックボッ
クスが表示され、確認した上でメールを送信する。
　そもそもメールディーラーは､info@xxx.co.jp といっ

た代表アドレス宛ての送受信メールを複数人の間で
共有する製品のため、上司や先輩にメール内容を確
認してもらった上で送信するといった承認フローも
組める｡ 第三者の目を通した上で送信する習慣を付
けることで､ 詐称ドメインに気付く可能性も高める
ことができる。

■社員教育で被害を水際で阻止
　ビジネスメール詐欺の披害を防ぐには、送金処理
に関する社内ポリシーや振込先変更プロセスの整備
など､ 組織としての対策も重要だ。
　｢万が一､ 検知をすり抜けた場合でも、担当者が金
銭を振り込む前に電話などメール以外の方法で再度
確認を取ることを徹底すれば､ 水際で阻止できる｣
と IDC Japan ソフトウェア＆セキュリティ リサーチ
マネージャーの登坂恒夫氏は述べる。
　｢メール版振り込め詐欺｣ とも呼ばれるビジネス
メール詐欺は､ 送信ドメイン認証や AI による防御と、
社員教育や社内体制の整備など両面からの対策が有
効といえそうだ。

図表3　フィッシングメールから保護する仕組み

ラクスのメール共有・ 管理システム「Mail Dealer」のオプションで提供される送信内容確認機能は送信先お
よび差出人のアドレス、添付ファイルの横にチェックボックスが表示され、確認した上でメールを送信できる
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新製品・新サービス

ヤマハが L2スイッチ『SWP2シリーズ』を発売
～大規模な Danteネットワークでの多チャンネル長距離伝送に適した

10Gアップリンクポートを新搭載～

■価格・発売時期

　関連オプション

■製品の概要
ホールやスタジアム、野外などで行われるライ

ブコンサート用の音響システムでは、広大なステー
ジや会場に設置された多くの機材を繋ぐためにオー
ディオネットワークの普及が進んでいます。ヤマハ
㈱は、2012 年に発売したデジタルミキシングコンソー
ル「CL シリーズ」を筆頭に、Audinate 社が開発し多
チャンネルのデジタル音声信号を低遅延で送受信で
きる「Dante」を多くのプロオーディオ機器で採用し、
オーディオネットワークの普及を牽引してきました。
一方、ヤマハ㈱が 1995 年にルーター市場に参入して
以来、中小規模ネットワーク・SOHO を中心とした
多くの企業でヤマハ㈱のネットワーク機器が導入さ
れてきました。なかでもスイッチ製品は、ネットワー
ク管理者の保守・管理の負担を軽減できる「ネット
ワークの見える化」で高い評価を獲得しています。
　このたび発売する『SWP2 シリーズ』は、「Dante」
に最適化したオーディオネットワークシステムの設

定・運用がより便利に行えることで評価を得た「SWP1
シリーズ」の操作性と信頼性を維持しつつ、新たに
optical CON 端子の 10G アップリンクポートを 2 ポー
ト標準搭載した L2 スイッチです。サンプリング周波
数を 96KHz に設定した「Dante」ネットワークにお
いても、帯域不足による音声の途切れや遅延を回避
し、長距離伝送でも安定した通信を実現します。

■主な特長 -L2 スイッチ『SWP2 シリーズ』
１．より高速な 10G アップリンクに対応
　『SWP2 シリーズ』は、より高速な 10G アップリン
クポート※を optical CON 端子で 2 ポート標準搭載し
ました。1G の速度では 48kHz 時の Dante ネットワー
クで 512ch の伝送が可能ですが、96kHz 時には半分
の 256ch になります。また、基幹配線となるスイッ
チ間接続においては、多くの Dante 機器の信号が行
き来するため、96kHz 時の大規模な Dante ネットワー
クでは帯域が不足する場合があります。そういった
場合に、10G アップリンクポートを基幹配線で使用
することで、そのような帯域不足を心配せずに運用
することが可能となります。
※10ギガビットイーサネット（10Gbps）のリンクポー

ト。1 ギガビットイーサネットの 10 倍の速度をサ
ポートしています。

 

２．Dante の推奨設定を用意
　より安定した Dante ネットワークを構築するた
めには、スイッチの設定を “「Dante」に最適化 ” す
る必要があります。インテリジェントスイッチを使
用することで必要な設定を行えますが、これらの設
定はネットワークに精通した IT 技術者でなければ

ヤマハ㈱は、プロフェッショナルオーディオ機器の新製品として、オーディオネットワーク規格「Dante」を使
用した機器の接続に最適なL2スイッチ『SWP2シリーズ』を2019年5月に発売します。

品名 品番 価格 発売時期
ヤマハ L2
スイッチ SWP2-10SMF オープン

プライス 2019 年 5 月

SWP2-10MMF オープン
プライス 2019 年 5 月

品名 品番 価格 発売時期
ACアダプ
ター PA-700 オープン

プライス 2019 年 5 月
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難易度が高いのが実情です。『SWP2 シリーズ』は、
Dante ネットワークを安定動作させるための推奨設
定（QoS や IGMP Snooping 最適化、EEE 無効化など）
をディップスイッチ 1 つで設定できます。

３．設置柔軟性を高める長距離伝送に対応
　『SWP2 シリーズ』は、マルチモードファイバー対
応の『SWP2-10MMF』、シングルモードファイバー
対応の『SWP2-10SMF』の 2 モデルをラインアップ。
端子には仮設用途でも安心の optical CON を 2 ポート
標準搭載し、100m を超えるスイッチ間の長距離伝送
をサポートします。また、この 2 ポートを光配線し、
リンクアグリゲーションを設定することで基幹回線
の 2 重化が可能になり、スパニングツリー（MSTP）
による冗長化にも対応します。
 

４．ネットワーク内の通信を切り分けることができ
る 3 タイプの VLAN プリセットを内蔵

　「Stage Mix」を使用した機器の遠隔コントロール
目的やネットワークの有効活用をしようとした際に、
スマートデバイスなどの機器を Dante と同じネット
ワークに接続することがあります。その場合、VLAN
機能を利用してネットワーク内の通信を切り分ける
必要があります。『SWP2 シリーズ』は、3 タイプの
VLAN プリセットを内蔵し、これらをディップスイッ
チで簡単に切り替えることができます。また、USER
モードでカスタマイズした VLAN 設定を行うことも
可能です。
 

５．ネットワークの可視化
　専用の Windows アプリケーション「Yamaha LAN 
Monitor ※」を使用することで、ネットワーク負荷、
スイッチの状態、Dante 固有のデバイス情報といっ
た Dante ネットワーク全体を管理するための情報を
1 画面に集約し、可視化することができます。通常の
状態をスナップショットしておけば、この状態から
変化があった場合にアラートをだすことができるの
で、問題が発生してもすぐに原因究明して対策する
ことが可能です。また、どの端子がどの VLAN に属
しているのかを『SWP2 シリーズ』本体のインジケー
ターでも確認できます。
※ yamaha LAN Monitor V1.3.6 以上に対応
 

６．安心・安全を支えるハードウェア
　ケーブルが抜けやすい仮設環境も想定し、ether 
CON や optical CON 端子を搭載しました。電源部で
は V ロック対応の AC IN 端子を採用しています。ま
た、XLR-4-32 タイプの EXT DC INPUT 端子も装備し、
オプションの AC アダプター『PA-700 ※』など対応
する外部電源（+24V）供給することで、電源の 2 重
化にも対応します。

※『PA-700』 は EXT DC INPUT を 持 つ「SWP1
シリーズ」、I/O ラック「RSio64-D」にも使用可能です。

（スタジオモニターマネジメントシステム「MMP1」
は非対応）

■お問い合わせ先
ヤマハ㈱
プロオーディオインフォメーションセンター
ナビダイヤル（全国共通） 0570-050-808
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2019年度定時総会（第65回）のご案内

1．日　時
　2019 年 6 月 20 日（木）　午後 3 時 00 分から

2．場　所
メルパルク東京　5 階　瑞雲の間
港区芝公園 2-5-20　　　電話 03-3433-7210
http://www.mielparque.jp/tky/tky01.html

3．次　第
第 65 回定時総会
議案　（1）2018 年度事業報告
　　　（2）2018 年度決算報告
　　　　　2018 年度監査報告
　　　（3）2019 年度事業計画
　　　（4）2019 年度収支予算計画
　　　（5）役員の選任
　　　（6）その他

4．懇親パーティー
　午後 5 時 30 分から　5 階　瑞雲の間
会員とご来賓皆様の情報交換の場として、総会後、
引き続き懇親パーティーを開催いたしますので、
奮ってご参加をお願いいたします。

5．お願い
　総会の成立には、定款第 17 条により正会員の過
半数の出席（または委任状）が必要です。
総会にご出席いただけない場合は、4 月下旬にお送
りしました「第 65 回定時総会のご案内」に同封の「委
任状」にご署名、ご押印の上、5 月 31 日（金）迄
にご返送くださいますようお願いいたします。

6．問合せ先
一般社団法人情報通信設備協会　事務局
電話 03-5543-2250　　　http://www.itca.or.jp

7．会場案内図

　一般社団法人情報通信設備協会の第65回定時総会を下記のとおり開催いたしますので、会員の皆様の多数の
ご出席をお願いいたします。

　上記の協会本部総会に先立ち、各地方本部の定時総会を次のとおり開催いたしますので、会員の皆様には地方
本部総会へのご出席も、よろしくお願いいたします。
　なお、詳細につきましては各地方本部からご案内いたします。

地方本部 月日 開会時間 会場 住所

関　東 5/22（水） 115:000 メルパルク東京 東京都港区芝公園 2-5-20

信　越 5/28（火） 115:000 アートホテル新潟 新潟市中央区笹口 1-1

東　海 5/21（火） 15:00 ローズコートホテル 名古屋市中区大須 4-9-60

北　陸 5/24（金） 17:00 ホテル日航金沢 石川県金沢市本町 2-15-1

関　西 5/27（月） 13:30 中央電気倶楽部 大阪市北区堂島浜 2-1-25

中　国 5/17（金） 15:00 メルパルク広島 広島市中区基町 6-36

四　国 5/24（金） 16:00 ネストホテル松山 松山市二番町 1-7-1

九　州 5/17（金） 16:30 八百治博多ホテル 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-9-2

東　北 5/21（火） 15:00 ハーネル仙台 仙台市青葉区本町 2-12-7

北海道 5/27（月） 16:30 ホテルノースシティ 札幌市中央区南 9 条西 1 丁目

2019年度地方本部総会開催日程
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地方本部　INFORMATION

関西

中堅社員研修
日程 2019 年 6 月6日（木）7日（金）　2日間 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 9 時 30 分〜 16 時 30 分 受講料 （会員）27,000 円　（非会員）40,500 円　税込

会場 東大阪市菱江 6-9-10
（大阪府立東大阪高等職業技術専門校）

申込み
方法

関西 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：06-4256-7156

研修
内容

本研修では経営戦略、経営計画について学び、決
算数値を理解し、社内で数値計画とアクションプラン
から構成される中期経営計画の立案、策定に寄与
できる力を育成します。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
※詳細は関西地方本部ホームページ（http://
www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。

対象者 係長、管理職に在って、更に将来の経営幹部を目指す方を育成します。

関西

業務の効率と質の改善研修
日程 2019 年 6 月13日（木）14日（金） 2日間 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 9 時 30 分〜 16 時 30 分 受講料 （会員）28,080 円　（非会員）42,120 円　税込

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

申込み
方法

関西 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：06-4256-7156

研修
内容

業務改善を組織的、継続的に行うために、本研修
では業務の効率や質の改善を会社組織として体系
的にノウハウを蓄積するに当たってのポイントを解き明
かします。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
※詳細は関西地方本部ホームページ（http://
www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。

対象者 階層を越えて、全社的の取組むことにより、更なる会社業務の効率と質の改善となります。

関西

前期 ･ 光融着研修
日程 2019 年 6 月27日（木） 28日（金）　2日間 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 9 時 15 分〜 16 時 00 分 受講料 （会員）22,680 円　（非会員）34,020 円　税込

会場 摂津市三島 1-2-1　
（ポリテクセンター関西）

申込み
方法

関西 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：06-4256-7156

研修
内容

光ファイバーの基礎知識、接続技術、光パワー測定
原理等の教育・訓練をを通じ、光通信線路網構築
工事を支える光施工技術・測定技術習得の育成を
図る。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
※詳細は関西地方本部ホームページ（http://
www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。

対象者 光施工技術の習得だけでなく、光ファイバーの基礎知識、光パワー測定の基礎・原理が学べます。

中国

2019 年度第 1 回「電気通信工事施工管理技士」講習会
日程 2019 年 7 月8日（月）〜 9日（火） 定員 90 名
時間 9:00 〜 17:00 受講料 （会員） 33,000 円   （非会員） 40,000 円　税込み

会場 広島中区幟町 3-57　
（中特会館 3F）

申込み
方法

中国 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。
 FAX 送付先 082-569-9972 

研修
内容

平成 29 年 11 月に建設業法の一部改正により、電
気通信工事施工管理技術検定が新たに創設されま
した。
この資格取得に向けて講習会を実施します。

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://
www.itca.or.jp/cyugoku）

対象者 「電気通信工事施工管理技士」資格 1 級の学科試験を受験される人を対象とする。

中国

2019 年度第 2 回「電気通信工事施工管理技士」講習会
日程 2019 年 7 月22日（月）〜 23日（火） 定員 100 名
時間 9:00 〜 17:00 受講料 （会員） 33,000 円   （非会員） 40,000 円　税込み

会場
広島市中区八丁堀 7-11　

（広島 YMCA 国際文化センター 2 号館 4F 大会議
室）

申込み
方法

中国 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。
 FAX 送付先 082-569-9972 

研修
内容

平成 29 年 11 月に建設業法の一部改正により、電
気通信工事施工管理技術検定が新たに創設されま
した。
この資格取得に向けて講習会を実施します。

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://
www.itca.or.jp/cyugoku）

対象者 「電気通信工事施工管理技士」資格 1 級の学科試験を受験される人を対象とする。
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関東

2019 年度定例講演会（協賛：情報通信月間推進協議会）
日程 2019 年 5 月29日（水）

参加費 無料
時間 13:30 〜 16:30（開場：13:00）

会場
メルパルク東京　３F　牡丹の間

（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 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

研修
内容

（1）「１級・２級電気通信工事施工管理技士」の
　　取得メリット！
　　講師：株式会社　日本建設情報センター
　　　　　主任　　三井　拓也　様

（2）「無線ＬＡＮ環境構築とサイトサーベイによる
　　リスク回避」
　　講師：アライドテレシス株式会社
    　　  ビジネスパートナー営業本部
      　　シニアマネージャー　高橋　哲哉　様

問合
せ先

関東地方本部事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711
※詳細は関東地方本部ホームページ（https://
kanto.itca.or.jp/）をご覧ください。

関東

現場リーダーシップ研修
日程 2019 年 6 月13日（木） 定員 10 名

時間 9:00 〜 17:00 受講料 1 名（教材費・消費税込み）
会員：12,960 円　非会員：16,200 円

会場
 U-AXISビル 2 階 BCC（ビジネス･コミュニケーショ
ン･ センター）

（東京都中央区入船 2-2-14）
申込み
方法

関東 HP（http://kanto.itca.or.jp）の「研修申込」
からお申込みください。

研修
内容

部下一人ひとりが自発的に行動し、高いチームワー
ク力を発揮しながら成果を出せる職場を作るために、
現場リーダーに求められる効果的なコミュニケーション
力、部下のやる気が出る育成の仕方、職場尾の問
題解決能力を身につける。
カリキュラム①求められるリーダ像
　　　　　　②リーダーシップとチームワーク
　　　　　　③コミュニケーションスキルＵＰ！
　　　　　　④人材育成！こんな時はどうする？
講師：株式会社グローバル・アソシエイツ
　　　専任講師

問合
せ先

関東地方本部事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711
※詳細は関東地方本部ホームページ（https://
kanto.itca.or.jp/）をご覧ください。

対象者 職場長・職場リーダー又はリーダーを目指す人

東海

2019 年度情報通信月間参加行事セミナー
日程 2019 年 6 月11日（火） 定員 50 名
時間 13:00 〜 17:00 受講料 無料

会場 ウインクあいち９０６会議室
（愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目4-38）

申込み
方法

会員へはメールにて案内
メール、ＦＡＸ等により申込

研修
内容

「次世代情報通信技術（ＩＣＴ）を展望する」
セミナー
講師：東海総合通信局情報通信部長　他　

問合
せ先

情報通信設備協会　東海地方本部
TEL:052-241-1989　FAX:052-261-2177
mail:hamada@itca.or.jp

対象者 情報通信設備協会東海地方本部会員および一般

新会員（2019年3月1日～3月31日）

■通常会員

◎　会社名　　�四国インフォメーション・ファシリ
ティ株式会社

　　　　　　　（2019年3月13日入会）
　　所在地　　愛媛県宇和島市　
　　代表者　　芝　憲三　　
　　TEL　　　0895-28-7266
　　事業内容　 電気通信工事、電気工事

◎　会社名　　ＳＩＳ株式会社
　　　　　　　（2019年3月25日入会）
　　所在地　　東京都中野区　
　　代表者　　岩田　稔　　

　　TEL　　　03-5348-6201
　　事業内容　 ITインフラストラクチャ設計・ 施

工・運用・保守、LAN及び電話配線
の設計・施工・保守

◎　会社名　　�日本パスコム株式会社
　　　　　　　（2019年3月25日入会）
　　所在地　　群馬県前橋市　
　　代表者　　新井　照秋　　
　　TEL　　　027-255-0605
　　事業内容　 情報通信ネットワーク設計・ 施工・

保守、情報通信機器の販売、ソフト
ウェアの開発
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地方本部 　イベント報告

関西

ＩＴＣＡ関西　情報通信ソリューションフェア　2019
日程 2019 年 2 月15日（金）  1日間

時間
展 　 　 示 　 　 会　10 時 00 分〜 17 時 00 分
タ フ ロ ッ ク 講 習 会   10 時 00 分〜 12 時 00 分
Cat5e/Cat6 認定講習　13 時 30 分〜 17 時 00 分 会場 大阪市北区堂島浜2-1-25

中央電気倶楽部　5階　大ホール
　2019 年 2月15日（金）の 1日、大阪市北区堂島浜の中央電気倶
楽部で「ITCA 関西情報通信ソリューションフェア2019」を開催し、企
業様 25 社にご出展いただきました。10 年ぶりの展示会で、関西地方本
部の 65 周年を記念して開催しました。午前 9 時 45 分に栩谷本部長の
開会の挨拶、事務局から連絡事項を伝え、10 時に開場となりました。
　開場直後の来訪者はまばらでしたが、時間とともに各ブースに人が集ま
るようになり、中には全てのブースをしっかりと時間をかけて質問をされてい
る会員様の姿もありました。
　別の部屋で午前中にタフロック講習会を開催し、12 社 20 名の方が防
火区画処置工法について受講。午後からCat5e/Cat6 認定トレーニング
を開催し10 社 18 名の方が受講。
　午後 5 時に松本副本部長の閉会の挨拶で展示会は無事終了し、来
場者数が 250 名と発表されました。

関西

2019 年度　新入社員研修
日程 2019 年 4 月2日（火）〜 4日（木）　3日間 時間 第 1 日・第 2 日　 午前 9 時 00 分〜午後 5 時 00 分

第 3 日　　　　　 午前 9 時 00 分〜午後 5 時 20 分会場 大阪市北区堂島浜2　中央電気倶楽部215号室
　2019 年 4月2日（火）〜 4日（木）の 3日間、大阪市北区堂島浜
の中央電気倶楽部で「新入社員研修会」を開催し, 会員企業様 7 社
から21 名（男性 12 名、女性 9 名）にご参加いただきました。
　栩谷本部長は、「新しい元号が発表された日に入社された皆様は、
非常に輝かしいものです。入社おめでとうございます。」と冒頭挨拶され、

「社会人となられた皆様には、人間性豊かな知性ある社会人を目指して
ほしい。自分を高める努力を忘れずに成長してください。」とお話をいただ
きました。
　続いて技術業務委員の湯原幹事から「社会人に求められるのは、コミュ
ニケーション能力。聞き手の脳内に明確な映像が思い浮かぶように伝える
ことで、具体的に詳細に順序だてて表現しましょう。」と話されました。
　講師は、一昨年からお願いしています工学博士で中小企業診断士の
島田尚往氏。社会人としてのビジネスマナーやコンプライアンスの保持に
ついて学ぶことはもとより、情報通信業界の社員として電気通信に関する
基礎から工担者資格の概要まで3日間にグループ討議を重ねながら講義
していただきました。　
　3日目の最終講話として、吉本技術業務委員長から「先輩に何度も
質問をしてかわいがられて成長してください。暫くは先輩に養われていま
すが、３年後には後輩を養うことになる。利益を生み出すことを考えて下
さい。」と話をいただきました。
　全ての研修の終了後、吉本技術業務委員長から受講代表者に修了
証が手渡され、その後他の受講者にも修了証が渡されて閉講となりまし
た。
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を予定

※その他詳細は下記協会ホームページをご覧いただくか、お問い合わせ下さい。

https://www.dekyo.or.jp/jinzai/
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委員会・理事会等模様

平成30年度第3回教育委員会模様
１．日時　　　平成 31 年 2 月 15 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分〜 17 時 00 分
２．場所　　　本部会議室
３．出席者　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　長谷川浩正副委員長、
　　　　　　　塚本豊委員、河内康志委員、
　　　　　　　西部伸治委員、高木健委員、
　　　　　　　森山孝委員、
　　　　　　　アライドテレシスアカデミー小林忍社長

アライドテレシス高橋哲也シニアマネー
ジャー

　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）平成 30 年度研修実施状況について
（2）平成 31 年度研修計画、収支計画
（3）アライドテレシスとの更なる協業強化策（案）に

ついて
（4）ヤマハの支援、連携策等（案）について
（5）平成 31 年度 ITCA セミナーについて
（6）その他

平成30年度第3回業務委員会模様
１．日時　　　平成 31 年 2 月 20 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分〜 17 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 4 対地接続）
３．出席者　　今井秀昭業務委員長、髙瀬幸雄副委員長、
　　　　　　　石田延章委員、恒川純次委員、

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、池田昌和委員、
アライドテレシス高橋哲也シニアマネー
ジャー
代理出席：指江雅夫北陸事務局長

　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）アライドテレシスとの更なる協業強化策（案）につ

いて
（2）ヤマハの支援、連携策等（案）について
（3）LAN 認定状況及び平成 31 年度の取組み

（4）平成 31 年度 ITCA セミナーについて
（5）オフィスリンク取組み状況
（6）光コラボ事業の取組み状況
（7）アライドテレシス協業取組み状況
（8）関東地方本部取組み状況
（9）その他

平成30年度第3回広報委員会模様
１．日時　　　平成 31 年 2 月 22 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分〜 15 時 00 分
２．場所　　　本部会議室
３．出席者　　栩谷晴雄広報委員長、松山仁副委員長、
　　　　　　　山田恭郎委員、松本正幸委員、
　　　　　　　渡邊秀治委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）平成 31 年度広報活動の取組みについて
（2）平成 31 年度 ITCA セミナーについて
（3）「ITCA」発行状況
（4）本部ホームページ更新状況
（5）平成 30 年度会員名簿発行（修正状況）結果につい

て
（6）その他

平成30年度第3回総務財務委員会模様
１．日時　　　平成 31 年 2 月 27 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分〜 15 時 30 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 3 対地接続）
３．出席者　　井上新一総務財務委員長、

教育委員会メンバー

業務委員会メンバー

広報委員会メンバー
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阿部准定副委員長、
今井秀昭委員、高橋正和委員、

　　　　　　　酒井章治委員、岸村智志委員、
関東範一委員、
山内明専務理事

４．議題
（1）会員の入退会状況及び会員拡大について
（2）平成 31 年度本部会費について
（3）東海地方本部の本部会費納入延期申請について
（4）平成 30 年度決算見込み
（5）平成 31 年度事業計画（案）
（6）平成 31 年度収支予算（案）
（7）Web 会議利用状況について
（8）その他

平成30年度第2回委員長会議模様
１．日時　　　平成 31 年 3 月 6 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分〜 16 時 30 分
２．場所　　　本部会議室
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、
栩谷晴雄副理事長・広報委員長、
今井秀昭業務委員長、
藤田義明教育委員長、
山内明専務理事

４．議題
（1）理事長あいさつ
（2）平成 30 年度第 5 回理事会議題審議
　（H30 見込、H31 事業計画、予算等）

（3）その他

平成30年度第5回理事会模様
１．日時　　　平成 30 年 3 月 14 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分〜 16 時 40 分

２．場所　　　U-AXIS ビル 2F
　　　　　　　Web 会議（本部＋ 6 対地接続）
３．出席者　　坪内和人会長、大輪堅一理事長、

栩谷晴雄副理事長、井上新一副理事長、
山内明専務理事
今井秀昭、長谷川浩正、松山　仁、
髙瀬幸雄、樋口正仁、藤田義明、
嶋田泰嗣、吉本幸男、江角　優、
浜田展吉、阿部准定、
渡辺敏郎　の各理事
久野武男、千田和子　の各監事

４．坪内会長挨拶要旨
会長の坪内でございます。年度末のお忙しい時期にお

集まり頂きましてありがとうございます。
本日の議案に関しては後ほど理事長からご挨拶いただ

くといたしまして、私、着任してから、理事の皆様とな
かなかお会いする機会がありませんでしたので、この場
を借りて一言ご挨拶申し上げます。昨年 6 月に着任して
から、この一般社団法人、情報通信設備協会を、どうい
うふうに運営するべきかと模索してきました。まだ結論
は出ておりません。今日、皆さんに議論頂くのは、平成
31 年度の事業計画を含んだかなり大きな議題ですが、こ
の中でも是非、皆さんと一緒に議論をしていきたいと思っ
ております。

話題が飛びますけれども、現在 NHK では連続ドラマ
の「まんぷく」というのをやっておりまして、たまたま
目にしたシーンが非常に面白かったのでお話させて頂き
たいと思います。主人公の萬平さんが画期的な即席めん、
インスタントラーメンを発明して製法特許を取ります。
この商品は非常にヒットします。そこまでは良いのです
が、この業界に追随者が多数現れて模倣品、或いは粗悪
品がぞろぞろと出てきて、市場が混乱するだけではなく、
即席めん全体の評判も悪くなってしまう、どうするんだ
と言う所が問題のシーンです。萬平さんは、このままで
は業界が成り行かないのではないかと心配して、元食糧
庁長官という大物の議員さんの所に相談に行くわけです
ね。有力政治家への陳情です。

その時のこの政治家のアドバイスが何かと言いますと、
2 つありまして、まず業界の皆さんに声をかけて業界団
体を作ること、その団体を通じて基準作りや啓蒙活動を
やりなさいと、これが 1 つ目ですね。

2 つ目はその条件として、萬平さんの持っているイン
スタントラーメンの製法特許を会員に開放すること、協
会の会員だったらその特許が無償で使えます、そういう
条件で参加企業を集めなさい、ということです。萬平さ
んはこれに従って業界団体を組織します。

この団体は、当時とは名前が変わっていますが、現
在の一般社団法人日本即席食品工業協会ですね。事業の
内容は、JAS、日本農林規格の管理ですとか、インスタ
ント食品を海外に普及させるための様々な啓蒙活動とか、
こういうことを活動内容とする団体として今でも存続し
ています。

もう皆さんお判りだと思います。私たちも本協会を一
般社団法人として組織し運営しておりますけれども、必
要なものは何かと言えば、ここで教えられる 2 つだろう
と思います。1 つは、会員企業個社だけでは達成出来な

総務財務委員会メンバー

委員長会議メンバー
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い何かを、各企業の利益とは別な部分の、何か理念とか
理想とかというものを追求するために、団体として集ま
り協力するという事です。もう 1 つは集まることによっ
て、メンバー企業に何かのメリット、これ有形・無形、色々
なものがありますが、利益が生じることです。所属する
ことで何かのブランド力が付いたり、何かの保証が得ら
れたり、そういう力があってこそ団体が成り立つ、存続
できるという事であります。

ここで話は元に戻りますけれども、本日審議いただく
平成 31 年度の予算をもちまして、いわゆる公益目的事業
が終了します。これまで数年にわたって年間だいたい 2
千万円位の赤字を出しながら、というより協会の財産か
ら費用を持ち出しながら社会に貢献する事業を続けてき
た訳ですが、その公益目的事業部分についてはこの時点
で原資がなくなります。公益目的財産は、31 年度末でお
おむねゼロになる事業計画案になっているからです。

当協会が次年度以降、公益に帰するような事業をどう
継続していくのかは大きな課題です。やるのか、やらな
いのか、やり方を変えるのかという所も含めて、これは
次年度以降の話ですが、この根幹部分は 31 年度の事業計
画にあるという事で、来年度が非常に重要な年という事
はお判り頂けると思います。本日はそのような背景も含
めて、今回お諮りする予算案の内容を吟味して頂きたい
と思います。

今後は、AI、IoT、5G 等の技術を用いた情報通信設備
で、日本を良くするという大きな流れの中で私たちの方
向を決めて行きたいと思います。当協会は、情報通信設
備とその技術を通じて情報化社会の健全な発展に寄与す
るという大きな目標を持っています。それは情報通信設
備に関わる高い技術と豊富な経験という共通項を皆さん
が持っているからできる仕事です。

会員各企業は、もちろんしっかり儲けてもらわないと
困りますが、儲けた上で次の事を、私たちが協会として
この後どう活動するか、また、何が求められているのか
という所について、是非お知恵を拝借したいと思います。
そのような事を含めてではありますが、今日の議論に先
立っての私からの挨拶とさせて頂きます。

宜しくお願い致します。
5．大輪理事長挨拶要旨

こんにちは。非常にお忙しい中、お集まり頂きまして
ありがとうございます。

ちょっと余談になりますけれども、先程、出がけに若
い人達が管理技術者の資格制度が今度成立しまして、今
まではいわゆる実績といいますか、実践値、経験値だけ
しか認めなかったものを、やはり高齢化で段々去ってし
まって、管理技術者がいなくなる、主任技術者がいなく
なるということで、そこを試験制度でやろうということ
です。

今年は初年度になるわけですが、もうすでに受講、準
備講座 2 日間 4 万円という、1 級、2 級とあるわけですが、
それがもう東名阪、福岡、仙台、全部満員ということで、
どうしたら良いかということで、かなり皆困っていると
いう状況です。受注金額 3500 だ 4000 だ 4500 に関係な
く主任技術者というのは、専従で置かなければいかんと
いうことで、それは全部盛り込まれているということで、
レオパレス 21 の社会的、膨大な影響を及ぼした事件もあ

りましたけれども、こういう事を防ぐためにも、我々も
しっかり勉強して対応していく必要があるのではないか
と思います。

あともう一つは、関東の今の情勢ですけれども、我々
の業界は、とにかく人手不足というのが皆の声でありま
して、これはオリ・パラがあるから人手不足という傾向
でもなくてですね、Windows 10 がちょっと見えてきた、
それに全部統一されるということで手配・手配というこ
とでやるんですが、CPU の生産ノルマが、インテル始め
ですね、間に合わなくてパソコンが半年、一年向こうで
ないと入らないと、大変売り上げにも多大な影響で困っ
ているというのが現状であります。

余談はこれくらいにしましてですね、本日は、去る
6 月の総会後に久しぶりに集まって頂いたということで、
30 年度の決算見込みは、収益、研修事業などの減、或い
は今回、地方本部の隔年開催の機材展よる収支改善とか、
そんな継続的なコスト削減によりまして大幅な改善とな
り黒字ということになりました。会長のご挨拶にありま
したように、来年度はちょっと厳しい情勢下で推移させ
なければいかんというのもありますけれど、宜しくお願
いしたいと思います。　

会員数につきましては、昨年度、上期は入会が 8、退
会が 14 ということで、全体としてはマイナスの 6、減と
なっておりました。今年は、上期は入会が 13、退会が 12
ということでプラス 1 ということでなっておりましたが、
この傾向が現在も続いておりますけれど、今年の入会は
17 の退会が 13 という事で、プラス 4 の初めてここ数年
では微増ではございますけれども、ちょっと上昇気流に
乗ったかなという現状です。今、612 社ということで目
標としたボーダーライン 700 会員にはまだまだ残念なが
らほど遠い状況ではありますけれども、ある程度は歯止
めがかかりましたので、これを契機として一挙に減を無
くす、退会を無くすという事で、是非、安定的な財務基盤、
そして仲間を増やすことに再度どうかご協力ご支援をお
願いしたいと思います。
6．議事内容
（審議模様）
　平成 30 年度第 5 回理事会議題について次のとおり審議
した。
（1）アライドテレシスとの更なる協業強化策（案）につ

いて
　今井業務委員長は、資料－ 1「アライドテレシスと
の更なる協業強化策（案）」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、異議なく承認議決された。

（2）LAN 認定状況と平成 31 年度の取組みについて
　今井業務委員長は、資料－ 2「LAN 認定状況と平成
31 年度の取組み」について、その概要を説明し、山内
専務理事より、内容について具体的な説明を行い、異
議なく承認議決された。

（3）平成 31 年度 ITCA セミナーについて
今井業務委員長は、資料－ 3「平成 31 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、異議なく承
認議決された。

（4）平成 30 年度研修実施状況及び平成 31 年度研修計画
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藤田教育委員長は、資料－ 4「平成 30 年度研修実施
状況及び平成 31 年度研修計画」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、異議なく承認議決された。

（5）ヤマハの支援、連携策（案）について
　藤田教育委員長は、資料－ 5「ヤマハの支援、連携
策（案）」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、異議なく承
認議決された。

（6）平成 31 年度広報活動の取組みについて
栩谷広報委員長は、資料－ 6「平成 31 年度広報活動

の取組み」について、その概要を説明し、山内専務理
事より、内容について具体的な説明を行い、異議なく
承認議決された。

（7）会員の入退会状況及び会員拡大について
井上総務財務委員長は、資料－ 7「会員の入退会状況

及び会員拡大」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、1 件の
新規入会申込の承認も含め異議なく承認議決された。

（8）平成 31 年度本部会費について
　井上総務財務委員長は、資料－ 8「平成 31 年度本部
会費」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、異議なく承認議決
された。

（9）東海地方本部の本部会費納入延期申請について
　井上総務財務委員長は、資料－ 9「東海地方本部の
本部会費納入延期申請」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、
異議なく承認議決された。

（10）平成 31 年度事業計画案及び予算案
井上総務財務委員長は、資料―10（1）「平成 30 年度

決算見込み」、（2）「平成 31 年度事業計画（案）」、（3）
「平成 31 年度収支予算（案）」についてその概要を説
明し、山内専務理事より、30 年度見込みでは、総収
益 160,572,985 円、総費用 153,372,969 円、当期一般正
味財産増減額は 7,200,016 円で、正味財産期末残高は
110,914,765 円と大幅な黒字なっている。

平成 30 年度予算の当期正財産味増減額 1,207,794 円
に対しては＋ 5,992,222 の黒字となっているが、これは、
主に本部・関東の研修収支の改善、経費の効率的使用
等によるものであり、29 年度の九州の貸倒引当金計上
の影響を除けば、平成 28 年から 3 年連続の黒字決算と
なっている旨の補足説明を行い、平成 31 年度予算につ
いては、経常収益 145,008,960 円、経常費用 149,836,966 円、
当期一般正味財産増減額は▲ 4,826,006 円で、正味財産
期末残高は 106,086,759 円と、30 年度見込みと比較して
みると、収益は▲ 15,564,025 円減少（主に東海の展示
会収益の減少）し、費用は▲ 3,536,003 円減少（主に東
海の展示会経費は減少するものの当初計画の事業活動
の経費が増加）することから、当期一般正味財産増減
額は▲ 12,028,022 円の大幅な減少となる見込であるこ
と、公益目的事業実施会計では、平成 31 年度末の計画
終了に向けては、予定通りである旨を説明し、承認議
決された。

（11）従たる事務所の所在地変更について
井上総務財務委員長は、資料－ 11「従たる事務所の

所在地変更」について、その概要を説明し、樋口理事
より、内容ついて具体的な説明を行い、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　 信越地方本部　事務局
旧　　　住　　　所 　新潟県新潟市東区船江町 1-55-11
従たる事務所移転先　新潟県新潟市中央区弁天三丁

目 3 番 5 号
移転の時期は平成 31 年 4 月 1 日とする。

　（報告事項）
（12）オフィスリンク・光コラボ事業・アライドテレシ

ス協業取組み状況
花園事務局長は、資料－ 12「オフィスリンク・光コ

ラボ事業・アライドテレシス協業取組み状況」に基づ
き説明し、承認された。

（13）関東地方本部取組み状況
花園事務局長は、資料－13「関東地方本部取組み状況」

に基づき説明し、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、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
11 月 15 日〜 1 月 8 日迄の更新内容等を説明し、承認
された。

（16）30 年度会員名簿発行（収支状況）結果について
山内専務理事は、資料－ 16「30 年度会員名簿発行（収

支状況）結果について」に基づき説明し、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。

（18-1）平成 30 年度政治連盟決算書
山内専務理事は、資料－ 18-1「平成 30 年度政治連盟

決算書」を説明し、承認された。
（18-2）部外団体加入・役員等就任状況

山内専務理事は、資料－ 18-2「部外団体加入・役員
等就任状況」を説明し、承認された。

（18-3）議事録ローテーションと総会担務
山内専務理事は、資料－ 18-3「議事録ローテーショ

ンと総会担務」を説明し、承認された。
（18-4）会議日程

山内専務理事は、資料－ 18-4「平成 30 年度理事会等
予定」を説明し、承認された。

理事会メンバー
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30

LAN

236  - 45 - 13 - 44 - 7 - 80 3

11 - 4 - 1 - 3 - 5 -

62 - 8 - 3 - 3 - 1 - 23 1

18 - 5 - 1 - 1 - 1 - 7 -

65 - 15 - 10 - 2 - 18 1

55 - 10 - 4 - 2 - 10 -

53 - 3 - 1 - 5 - 1 - 16 -

29 - 5 - 2 - 3 1 2 - 9 -

33 - 4 - 1 - 2 - 5 -

28 - 8 - 1 - 3 - 1 - 11 -

590  - 107  - 22 - 77  1 19 - 184 5

15 -

605   - 107  - 22 - 77  1 19 - 184  5

2019 4 30

LAN LAN
HP LAN

NTT
H29 12

H29.4

H30.6

2018

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
　令和元年度の事業運営に向けて
　～公益目的事業の最終年度を迎え、財務基盤の安定を目指して～
一般社団法人情報通信設備協会　理事長 大輪 堅一

■地方本部だより
関西地方本部の活動報告　
一般社団法人情報通信設備協会　関西地方本部　事務局長 江見 重和

■特集
中小企業も！働き方改革

　～2019年 4月1日より順次施行～
■業界特集
日本語メールも登場、「技術」と「組織」で対策
ビジネスメール詐欺を防ぐには？

■新製品・新サービス
ヤマハがＬ２スイッチ『ＳＷＰ２シリーズ』を発売

　～大規模なDanteネットワークでの多チャンネル長距離伝送に適した
　10Gアップリンクポートを新搭載～
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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 〒950-0901
 

新潟市中央区弁天3-3-5 新潟マンション210号室 TEL 025-244-2151 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

５月１日より新時代「令和」が幕明け
ました。万葉集「梅花の歌」から典拠さ
れたこの歌は、「梅のように咲き誇る花
を咲かせる日本でありたい」と「平和の
花」を咲かせる思いが込められている
ように感じます。下の漢字が「和」という
ことで、昭和生まれの私にとっては懐か
しい中にも新しさがある不思議な感じ
がします。皆さんは、どんな新元号を予
想していたでしょうか。私は、某ドラッグ
ストアの年号当てクイズに「和恵」と応
募しましたが、「令和」の当選者がいた
のか気になっています。情報通信の世
界も新時代を迎え、新技術や新ソ
リューションの「技術の花」に期待して、
ＩＴＣＡの皆様と共に新時代を歩んで
行きたいと思います。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　栩谷　晴雄

編集委員
　松山　仁
　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
　河内　康志
　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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