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コロナ危機によりテレワークを実施さ
れた企業が多いと思いますが、テレ
ワークでの服装やテレビ会議で印象を
良くする洋服・小物が注目されていま
す。ZOZOTOWNが「おうちファッショ
ン」の楽しみ方を「洋服」と「映像」とい
う組み合わせで提供を開始しました。
ZOZOTOWNホームページの特設
ページでは、映像合成等で利用される
グリーンバックの特徴とオンラインンコ
ミュニケーションツールのバーチャル背
景機能を用いて、グリーン色の上着に
バーチャル背景機能からお好みの動
画または画像を選択することで、着用
中の上着にさまざまなデザインを映して
楽しむことができる機能を公開してい
ます。ご興味のある方は、テレワークで
体感してみてください。
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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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1

FRONT VOICE

一般社団法人 情報通信設備協会
理事長　今井 秀昭

理事長就任のご挨拶

去る6月 17日に令和２年度本部総会に併せて開催
されました理事会において大輪前理事長の後任として
理事長に選任され引き継ぐことになりました。甚だ微
力ではございますが協会の発展のため努力してまいり
ますので、何卒会員皆様のご支援ご協力を賜りますよ
うよろしくお願い申し上げます。坪内前会長、大輪前
理事長におかれましては、長きにわたり貴重なご意見
とご指導を頂きまして有難うございました。お二人に
は参与に就任して頂きました。今後もより高い見地で
のご指導を頂きたいと存じます。
　
　本来なら4～ 5月に掛けて各地方本部の総会があり、
本部の総会を迎えるのですが、今年は新型コロナ感染
拡大の影響で苦労して開催をされたと伺っています。
また7月からは、「２０２０オリンピック・パラリン
ピック」が開催され、日本中そして世界中に大きな感
動を与えていたはずでした。ところが2月頃から始ま
り4月に発令された非常事態宣言や日毎に報道があり
ました感染者の増減数に脅威を感じ、種々のプロジェ
クトの見直し・サプライチェーンの滞りなどで様々な
産業に大きな影響を与えています。5月に某リサーチ
会社が実施したアンケートによると全企業の87％が
前年同月に比べ減収、また今後においても小売業で
85.3％、中小企業の建設業及び情報通信業においても
90％以上がすでに影響があるもしくは今後影響がある
との集計結果であります。一日も早い収束をお祈りす
るとともに、罹患された方々におきましては心からお
見舞申し上げます。

一方テレワークをはじめとした新しいワークスタイ
ルなどが生まれ情報通信の重要性を改めて認識しまし
た。そして更に新しいサービスの出現と共に我々業界
にメリットの享受があるよう期待されます。　

さて先の総会で次の大きな事業活動の承認を頂きま
した。

１．	 人材育成及び育成の支援
２．	 各種情報の収集及び調査研究
３．	 行政機関及び関連諸団体との協力連携
４．	 会員事業支援及びアライアンスの推進

本協会は全国組織であり、言うまでもなく多くの
ユーザを抱えている会員によって支えられている組織
でもあります。各地方本部によっても独自の地域性が
あり、それに応じた施策の検討も必要かと思います。
2012年に一般社団法人への移行申請を行い、皆様の
ご協力により公益目的支出計画が完了しました。今年
度以降、より会員の皆様に一層のメリットが発揮でき
る新しい事業の立案と実行が肝要であると思っており
ます。更にはユーザに対する業界の認知度向上につな
がることを期待しております。

日本経済の抱える問題として少子高齢化、依然と続
いています米中貿易戦争とも言える混迷による影響ま
た毎年のようにある異常気象と思われる災害そして今
回コロナの影響で被った経済的損失で一歩後退した感
が否めません。しかし「情報通信分野」においてはそ
れらを補い、安心・安全な社会の回復に寄与できる事
があると思います。当協会としましても理事・事務局
が一丸となってより良い協会活動を目指してまいりた
いと思っています。

　「三密」「ソーシャルディスタンス」が問われる現状
ですが、当協会の活性化のためにも「会員皆様の声」
を是非お聞きしたいと思っております。

会員各社・賛助会員の皆様の一層のご理解とご協力
を賜り、皆様とともに業界と協会の発展に邁進してま
いりたいと思う次第です。どうぞ今後ともよろしくお
願い申し上げます。
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地方本部だより

北陸新幹線の金沢開業 5 年目（2019 年 3 月 14 日
～ 2020 年 3 月 13 日）の利用者数は、昨年 10 月の台
風 19 号による車両水没のほか 2、3 月の新型コロナ
感染拡大による需要の減少が響き、前年同期比 8％
減の最小 803 万 4 千人で、2 年ぶりに前年実績を下
回り、金沢開業以来最小となりました。

さらに、4 月の緊急事態宣言の発令で、外出自粛
の動きが強まり、利用客が激減、5 月の北陸新幹線
臨時列車 197 本も全て運休、ゴールデンウイークの
予約席数も前年同期比で約 91％減となりました。

北陸新幹線は現在、2023 年春の開業を目指して金
沢～敦賀間で延伸工事が進められています。これに
より、東京～福井間は現在の 3 時間 20 分（金沢乗り
換え）から、直通で 2 時間 50 分程度に短縮される予
定です。敦賀開業による福井県内への経済波及効果
は、推計 309 億円と言われています。
（日本政策投資銀行 - 試算結果レポートより）

これまで文化、経済の両面で関西圏の影響が強かっ
た福井が、今後、富山、石川と同様に首都圏との結
びつきをどう強めるのかが注目されています。

■金沢 - 敦賀間の主な新幹線停車駅の特長
【小松駅外観デザイン】
●デザインコンセプト
　ふるさとの伝統を未来へつなぐ『ターミナル』
●デザインイメージ
　慣れ親しんだ白山の雄大な山並みと未来を感じる
ターミナル

北陸新幹線は、2020年3月14日に開業5周年を迎え6年目に入りました。
本来であればＪＲ金沢駅での記念式典や各地で色々なイベントが行われる予定でしたが、新型コロナウイルス（以
下、新型コロナ）の感染拡大を受け全て中止となりました。アフターコロナには、是非、北陸へ足を運んでいただき
たく、北陸新幹線開業５周年と主要駅についてご紹介したいと思います。

北陸新幹線開業５周年と新型コロナウイルス
一般社団法人情報通信設備協会　北陸地方本部

事務局長　指江 雅夫
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【加賀温泉駅外観デザイン】
●デザインコンセプト
　加賀の自然と歴史、文化を見せる駅
●デザインイメージ
　温泉郷の風情と城下町の歴史を感じさせる駅

【福井駅外観デザイン】
●デザインコンセプト
　太古から未来へ～悠久の歴史と自然がみえる駅
●デザインイメージ
　唐門をモチーフとした木調のルーバや、県産木材
や和紙を使用し、福井らしい悠久の歴史を表現した
駅

【敦賀駅外観デザイン】
　3 年後には金沢に代わって北陸新幹線の終着駅と
なる敦賀。山に囲まれた地形のため、敦賀駅周辺は
在来線の上を国道 8 号が通り、新幹線のレールはさ
らにその上を走ります。そのため新幹線が入るホー
ムは駅の 3 階となり、整備新幹線では前例がない高
さ 37 メートル、3 層構造の上下乗り換え施設になり
ます。
●デザインコンセプト
　空にうかぶ～自然に囲まれ、港を望む駅
●デザインイメージ
　敦賀湾の波の煌めきを表現し、豊かな自然を感じ
られる駅

◎おわりに
　新型コロナによる感染拡大の影響は、2009年のリー
マンショックを遥かに超えると言われています。新
型コロナの終息宣言が出るまでは、景気は悲惨な状
況が続くと予想されます。
　けれど、リーマンショック時は、人々の所得が
減り、消費が減り、景気回復が容易ではなかった
が、今回は一部の業種を除いて人々の所得が大きく
減ったわけではないので、終息宣言が出れば同時に
消費は戻るだろうとも言われております。何はとも
あれ、しばらくはソーシャルディスタンスで暮らす
ことになるでしょう。最近の私の休日は、三密を避け、
適度な運動もできる、家庭菜園にハマっております
が・・・。

この原稿が冊子として紹介される 7 月頃には、新
型コロナの感染拡大が終息される方向に向かい、少
しずつ景気が上向く事と、北陸新幹線が新型コロナ
に負けずに、2023 年春の金沢・敦賀間の開業に向け
て一歩ずつ進む事を心より願っております。

小松駅

加賀温泉駅

福井駅

敦賀駅
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業界ニュース　4月 

　IDC	Japan ㈱は、新型コロナウイルス感染症（COVI	D-19）の最新状況を考慮した国内 ICT 市場予測を発表した。
これによると 2020 年の国内 ICT 市場（支出額ベース）は前年比 4.5％減の 28 兆 2,155 億円と予測している。IDC
では、COVI	D-19 の流行が海外経済、国内経済に与える影響は大きいとみている。製造業でのサプライチェーン
へのインパクト、飲食／宿泊／運輸などのサービス業の低迷や、これに伴う産業分野での業績低下が出始めてお
り、さらに 2020 年 7 月に予定されていた東京 2020 オリンピック・パラリンピックの延期による経済的影響が拡
大すると見込まれる。これらの経済的影響は、国内 ICT 市場にも波及すると IDC ではみており、2020 年に発生
し得るリスクなどを考慮し同市場を予測した。2020年の国内市場の製品セグメントごとの前年比成長率は、スマー
トフォン /PC/ タブレットなどの Device がマイナス 22.0％、サーバー / ストレージ /IaaS/ ネットワークなどの
Infrastructure がマイナス 1.2％、software が 4.0％、IT	Services がマイナス 1.8％、Telecom	Services がマイナ
ス 0.5％と予測しており、国内 ICT 市場全体では前年比 4.5％減の 28 兆 2,155 億円になると予測している。

（URL:	https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ46190220）

IDCJapanが新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した国内 ICT市場予測を発表

　NTT 東日本は、中堅中小企業のお客さま向けに総務・人事・労務・経理業務の効率化をトータルでサポートす
る「おまかせ　はたラクサポート」を 2020 年 6 月より提供開始予定である。「KING	OF	TIME	for	NTT 東日本」は、
PC やスマートフォン等とインターネットだけで、簡単に勤怠管理することができるクラウド型の勤怠管理サービ
スである。場所を問わず、リアルタイムに打刻を行えることで、外出先やテレワーク勤務時での勤怠管理の利便性
を向上させ、働き方改革関連法の違反防止やテレワーク時の不正勤務防止にも有効である。また、「おまかせ　は
たラクサポート　サポートサービス」と組み合わせることで、勤怠管理に加え、給与計算、経費会計、労務手続き
を効率化する対象サービスの初期設定やデータ投入支援、利用中のトラブル対応等の困りごとを電話・リモート操
作でトータルサポートする。利用料（税抜）:	クラウドサービス「KING	OF	TIME	for	NTT 東日本」月額 300 円
打刻機器：19,000 円／台　訪問サポート（オプション）9,500 円／作業　サポートサービス（税抜）：基本 3,500 円
／契約（上限 20 回／月）　オプション問合せ回数	2,000 円（＋ 20 回／月）　お問い合わせ先：NTT 東日本　営業
担当者または「テレワーク相談窓口」Web サイト：https://business.ntt-east.co.jp/content/telework_start/

（URL:	https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20200331_02.html）

NTT東日本が中堅中小企業のお客さま向け「おまかせ はたラクサポート」を提供開始

　㈱ NTT ドコモは、法人向け健康経営支援サービス「d ヘルスケア	for	Biz」を 2020 年 4 月 13 日より提供開始
した。本サービスは、健康経営推進を目的とする法人向けサービスである。従業員がドコモの提供する d ヘルス
ケアⓇアプリ上で健康診断結果を確認できるほか、将来の生活習慣病などのリスクをシュミレーションする「AI」
リスク予測、AI が予測したリスク結果を基に従業員ひとりひとりの健康状況に合わせ生活習慣改善を促すことを
目的としたコンテンツやクイズを配信する「健康増進ミッション」などを提供する。本サービスで利用する健康
診断データは、㈱エヌ・ティ・ティ・データが提供している健康診断データ管理システム「Health	Data	BankⓇ」
と連携する。また、「AI リスク予測」にはドコモが自社開発した健診リスク予測技術が活用されており、機械学
習によって、「メタボリックシンドローム」、「高血圧症」の発症リスクを予測する。概要は、①健康診断結果の確
認　②健康コラム　③ AI リスク予測　④健康増進ミッション　サービスサイト：d ヘルスケア for	Biz　お問い
合わせ先：㈱ NTT ドコモ　お問い合わせフォーム：https://go.d-healthcare.co.jp/contact-form.html

（URL:	https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/04/13_01.html）

NTTドコモが法人向け健康経営支援サービス「dヘルスケア for Biz」を提供開始

　㈱ Zaim は、新型コロナウイルス感染拡大による休業の手当・支援金額を、個人のプロフィールから即座に自
動算出できる「手当・支援金シュミレータ」を 2020 年 4 月 6 日に公開した。本サービスは、収入・職業・子ど
も就学状況などの利用者状況から、受け取れる可能性のある手当や支援金の制度と具体的金額を自動算出する。

「Zaim」利用者は収入情報などを自動取り込みできスムーズに確認できる。公開時点では会社員へは自身の療養
による休業の所得保障となる「傷病手当金」や「休業手当」制度に基づいた金額、フリーランスなど個人事業主
へは貸付金の制度詳細を確認可能。各制度への申込み URL へもリンクでき、利用者一人ひとりのリスク対応が
一覧できる。Web サイト：https://content.zaim.net/allowances

（URL:	https://zaim.co.jp/news/archives/5514）

オンライン家計簿サービスの Zaimが「手当・支援金シュミレータ」機能を公開
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　京セラ㈱は、BLE（Bluetooth	Low	Energy）ビーコンとGPSに対応した、IoT位置情報デバイス「ビーコン対応
GPSトラッカー」を、2020年 4月より販売開始した。「ビーコン対応GPSトラッカー」は、GPS・GLONASS・みち
びきによる位置情報に加え、BLEビーコンにも対応することで、GPS等が利用できない建物内や敷地内などのトラッ
キングを可能にした IoTデバイスである。携帯電話ネットワークを利用したLPWA通
信規格のひとつ「LTE-M」に対応。アンテナとバッテリーをコンパクトな本体に内蔵し
ており、手軽に、また低コストでIoTトラッキングシステムを導入できる。子どもの通学・
通塾の見守りや、コンテナやトラックなどの物流管理など、さまざまな用途に活用でき
る。特長は、①ビーコンとGPSにより、屋内外の位置情報を把握できる　②快適なバッ
テリーライフ　③防水・防塵・耐衝撃対応で、安心して使える　④利用シーンにフィッ
トする、多様なオプションに対応可能　⑤安心安全の国内品質　お問い合わせ先：京セ
ラ㈱　https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/offi		ce/iot/products/gps_tracker.html

（URL:	https://www.kyocera.co.jp/news/2020/0401_fjel.html）

京セラがビーコン対応 GPSトラッカーを発売

ビーコン対応 GPSトラッカー

　アイリスオーヤマ㈱は、AIアルゴリズム搭載モデル20機種と、セキュリティカメラのス
タンダードモデル 10 機種、そして全モデルに共通して使用できるビデオレコーダー 8 機種
の合計 38 機種を 2020 年 4 月 20 日より販売開始した。AI アルゴリズム搭載モデルは、従来
の防犯対策だけでなく、マスクの着用認証や工事作業所等でのヘルメット着用を認識する顧
客属性の分析ができ、マスク着用時でも顔認証できる機能を搭載している。また、レジの
混雑状況や顧客の滞在場所や時間がサーモグラフで可視化できる「顧客動線ヒートマップ」、
車両番号や車体を認識する「車両認識・管理」、不審な動きや過去の犯罪者をブラックリスト化し注意喚起する「不
審行動・不審者アラート」などの機能を搭載している。カメラ本体にAIアルゴリズムを内蔵したことで、必要な分
析結果のみをアプリケーションに送信できるため、データ量は従来の1/100以下で回線への負担を軽減できる。顔認
識スピードは0.2秒と素早い解析が可能である。全てのモデルで4K	UltraHDクオリティレンズを搭載し、高解像度・
高視野角で撮影できる。暗視、逆光に対応しており、明かりの少ない夜間や逆光でも被写体を認識できる。お問い合
わせ先：アイリスオーヤマ㈱　特設サイト：https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/products/ai-camera/

（URL:	https://www.irisohyama.co.jp/news/2020/?date=0413_2）

アイリスオーヤマがネットワークカメラに AIアルゴリズムを搭載したモデルを含む
全38機種の「AIカメラ」シリーズを販売開始

AIアルゴリズム搭載モデル

　兼松コミュニケーションズ㈱は、堅牢性に優れ、サーマルイメージングカメラによる体表面温度
の測定、レーザー光による距離測定、室内の揮発性有機化合物（VOC）の検知ができる、英国ブリッ
ト社製の SIM フリー携帯端末「CAT	S61」を販売開始した。「CAT	S61」は、米国 FLIR 社のサー
マルイメージングカメラを内蔵しており、摂氏マイナス 20 度から 400 度までの体表面を測ること
ができる。また、堅牢性が高く、米国国防省の MIL スタンダードに準拠、1.8 ｍの落下試験に耐え、
IP68 規格の防塵・防水性を有している。さらに、オートウェットフィンガーとグローブオン技術に
より過酷な使用環境に最適な操作性も有し、長時間使い続けることができる大容量バッテリーのタ
フネススマホである。そのため、製造業、建設業、公共事業、畜産業など様々な分野での利用が期
待されている。お問い合わせ先：兼松コミュニケーションズ㈱　法人営業本部　第二法人事業部　
モバイルソリューション営業部　Cat	Phone担当　TEL:03-5308-1106

（URL:	https://www.kcs.ne.jp/news/archive/20200406/）

兼松コミュニケーションズが体表面温度を測定できる SIMフリー携帯端末を販売開始

CAT S61

㈱日立ソリューションズは、社員への依頼事項を期限内に効率良く、確実に完了させることを支援するクラウド
サービス「グループタスク	リマインダーサービス」を 2020 年 4 月 21 日より提供開始した。本サービスは、依頼事
項の発行から、実施状況の確認、未実施者のフォローまでをクラウド上で効率よく管理する。また、依頼者や部門の
責任者は、対象となる社員の実施状況をリアルタイムで確認し、ボタンひとつで簡単にフォローできることで、業務
効率の向上を実現できる。特長は、①企業のイントラネットなどのポータル画面との連携で、実施率の向上を支援　
②クラウド上でもセキュアな環境で利用可能　価格：個別見積　お問い合わせ先：㈱日立ソリューションズ　お問い
合わせフォーム：https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/newsrelease/input
（URL:	https://www.hitachi-solutions.co.jp/company/press/news/2020/0420.html）

日立ソリューションズが依頼事項を確実に完了させる「グループタスク リマインダーサービス」を
提供開始
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	　IDC	Japan㈱は、国内エンタープライズIT市場予測を発表した。これによると2019年の国内エンタープライズIT
市場規模は、前年比4.4％増の10兆 8,190億円となった。また、2019年～2024年の年間平均成長率は、3.4％で推移し、
2024年の市場規模は12兆 7,665億円になると IDCは予測している。2019年の国内エンタープライズ IT市場は、2018
年に引き続き、企業の好調な業績を背景として、多くの企業におけるシステム刷新／更新需要やビジネス強化のための
新規投資が見られた。また、Windows	Server	2008のサポート終了や、消費増税前の駆け込み、元号改正対応、消費税
率変更対応などの特需も国内エンタープライズIT市場の成長を促進した。現在、クラウドを優先的に検討する「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、ホステッドクラウドを提供するためにサービスプロバイ
ダーによる積極的な投資が継続している。2020年の国内エンタープライズIT市場は、新型コロナウイルス感染症の影
響によって、企業のIT投資が抑制されるものの、「テレワーク」「BC/DR（Business	Continuity	and	Disaster	Recovery）」

「デジタルビジネスの強化」などの喫緊の課題を解決するためにクラウドを活用した投資が活性化するとみている。
（URL:	https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ46296020）

IDCJapanが国内エンタープライズ IT市場予測を発表

　NECは、生体認証「Bio-IDiom」の中核技術であり、世界的権威のある米国国立標準技術研究所が実施した認証技
術のベンチマークテストで世界No.1となった顔認証技術と虹彩認証技術を組み込んだマルチモーダル生体認証端末を
開発した。これにより、さまざまな利用環境や利用者に対して、常に安定した高い認証精度と誰もが使いやすい利便
性を提供する。特長は、①他人受入率100億分の1以下を実現する高精度な認証：顔情報と左
右の目で異なる虹彩情報の3つの特徴を用いて認証を行うことで、高い精度での認証を実現
した。	②顔と虹彩の一括取得により高速な本人確認を実現：本認証端末は、利用者の身長に
合わせて内蔵カメラが傾きを自動調整し、顔や目の位置を捉えて顔と虹彩の検出を同時に行
い、照合したスコア結果から本人確認を行う。	③マスクをつけたまま、さまざまなシーンで
利用可能：顔と虹彩情報を活用したマルチモーダル生体認証技術の応用により、手袋、マスク
の着用時や、両手が荷物で塞がっているようなシーンでも、非接触での個人認証が可能である。
お問い合わせ先：NEC　デジタルプラットフォーム事業部　E-mail:	dpf-pr@dpf.jp.nec.com

（URL:	https://jpn.nec.com/press/202005/20200514_01.html）
マルチモーダル

生体認証端末イメージ

NECが世界最高水準の精度を有する非接触によるマルチモーダル生体認証端末を開発

㈱アドバンテッジ	リスク	マネジメントは、全国の受講者に向けてリアルタイムで行う「双方向型オンライン研修」を
提供することを決定した。コロナウイルス禍でニーズが急増する「セルフケア」「ラインケア」をはじめとしたメンタル
ヘルスケア、対策の義務化が迫る「ハラスメント防止」、「ストレスチェックの組織診断の読み方・フィードバック」に
関するコンテンツを制作し、2020年 5月25日より販売開始した。研修ポイントは、①オンライン会議システムに搭載さ
れた機能を活用し、集合型研修さながらのコミュニケーションを体感　②手を動かし、考える時間を増やすことで、受
講者の参加意識を醸成　③効率化が進み、生産性が向上　研修時間：2時間　実施人数の目安：～30名　お問い合わせ先：
㈱アドバンテッジ	リスク	マネジメント　TEL:03-5794-3830
（URL:	https://www.armg.jp/news/newsrelease/2020/0514）

アドバンテッジ リスク マネジメントがテレワーク時代のメンタルヘルスケア
「双方向型オンライン研修」を発売

㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリは、新型コロナウイルス感染症対策の一環として急増するテレワーク環境
においても、メール誤送信による情報漏えいを防ぎ、お客様が安心してメールを活用できるよう、メール誤送信防止製
品「FUJITSU	Security	Solution	Shield	Mail	Checker（シールドメールチェッカー）誤送信防止」のテレワークPC用追加
ライセンスを2020年 5月11日から無償で提供した。同ライセンスは、既存ユーザーおよび新規ライセンス購入者を対
象に提供し、2020年 12月31日まで利用できる。「Shield	Mail	Checker誤送信防止」は、パソコンにインストールするだ
けで、メールを送信する前に誤送信リスクを検出し、送信を止めることができる法人のお客様向けメール誤送信防止製
品である。組織のセキュリティポリシーに基づき送信メールをチェックして、宛先の誤りやルール違反を警告する。お
問い合わせ先：㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ　商品お問合せ窓口　E-mail:	ssl-info@cs.jp.fujitsu.com
（URL:	https://www.fujitsu.com/jp/group/ssl/about/resources/news/press-releases/2020/0511.html）

富士通ソーシアルサイエンスラボラトリがメール誤送信防止製品のテレワーク用追加ライセンスを無償提供
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　㈱リコーは、在宅勤務に取り組む中小企業を支援するために、自宅から会社のデータに安全にアクセスし、印刷
も行える VPN（Virtual	Private	Network）環境を簡単・手軽に構築できる月額低額制パッケージ商品として、「RICHO	
SP	3700	在宅プリントパッケージ」を 2020 年 5 月 22 日に発売した。本パッケージは、クラウド管理型無線 LAN ルー
ターとモノクロレーザープリンターをパッケージ化することで、紙の印刷が必須の業務の方にも会社と同じセキュ
アなネットワーク環境で在宅勤務をすることができる商品である。あらかじめネットワーク設定を施したクラウド
管理型ネットワークセキュリティソリューション「Cisco	Meraki	Z3」や A4 モノクロレーザープリンター「RICHO	
SP	3700」、さらに機器の導入・運用に関するサポートやトナーカートリッジまでをパッケージ化して提供する。価
格（税別）：初期費用不要　月額 6,500 円　定額制　お問い合わせ先：㈱リコー　テクニカルコールセンター　
TEL:0120-892-111

（URL:	https://jp.ricoh.com/release/2020/0520_1/）

リコーが自宅から会社のデータに安全にアクセスし、印刷も行える環境を月額定額制で提供開始

　TOA㈱は、IPネットワーク経由でフルHD画質の高精細映像を配信する防犯カメラシステム「TRIFORAシリーズ」
のRAID機能に対応したレコーダーを2020年5月13日に発売した。発売したのは、レコーダー本体、HDDユニットセッ
ト3種の計4機種と、カメラ最大接続数の拡張が可能になるライセンスである。TRIFORAシリーズは、LANなどのネッ
トワークに直接接続し、映像の監視・制御を行う映像ネットワークシステム
である。今回、HDD8本構成によるRAID6、および多局録画に対応したネッ
トワークレコーダーN-R500Rと、HDDユニットセット3種（16TB/32TB/64TB）
を発売した。また、カメラ録画台数を32台分拡張できるライセンスも同時発売。
ライセンスは2つまで追加でき、最大128台のカメラの映像を録画可能である。
特長は、①HDD8本によるRAID6を構築　ホットスワップにも対応　②ソフ
トウェアライセンス追加により、カメラの接続台数の拡張が可能　③ライブ
映像の36分割・64分割多画面表示が可能　④TOA㈱の画像センシングシス
テムとの連動が可能　価格：オープン価格　お問い合わせ先：TOA㈱　お客
様相談センター　TEL:0120-108-117

（URL:	https://www.toa.co.jp/products/news/2020/news2020-05-14nr.htm）

TOA株式会社
ネットワークレコーダー N-R500R

TOAが「TRIFORAシリーズ」ネットワークレコーダーに RAID対応機種をラインアップ

NECソリューションイノベータ㈱は、企業の働き方改革を支援する「NEC業務プロセス革新支援ソリューション」
を2020年 5月20日より提供開始した。本ソリューションは、人手による業務や、RPA、AI、システムで自動化された
業務など、個々のプロセスで構成される一連の業務プロセス全体を可視化し、企業の働き方改革・業務効率化の取り組
みを支援するものである。業務内容に適したRPAやAIなどの導入から運用、実行結果の分析まで行うことで、企業
における業務プロセス全体を通した自動化・効率化を加速していく。特長は、①情報連携を含めた業務プロセス全体を
可視化　②最適化した業務プロセスの進行状況を確認可能　③業務内容に適したツール開発や導入・運用を支援　価格

（税別）:120万円～／年　お問い合わせ先：NECイノベータソリューション㈱　ソリューションビジネス事業部　E-mail:	
eigyo@nes.jp.nec.com		
（URL:	https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/press/20200520/index.html）

ＮＥＣソリューションイノベータが働き方改革を加速する「ＮＥＣ業務プロセス革新支援ソリューション」
を提供開始

　富士通㈱は、富士通クライアントコンピューティング㈱、最新CPUを搭載
したノートパソコン「FUJITSU	Notebook	LIFEBOOK」3 シリーズ 9 機種と、
Windowsタブレット「FUJITSU	Tablet	ARROWS	Tab」1シリーズ4機種、お
よびワークステーション「FUJITSU	Workstation	CELSIUS」1シリーズ1機種を
2020年 5月 26日から日本国内の法人向けに販売開始した。シリーズは、	①さま
ざまな利用シーンに応じて最適な機種を選べるモバイルパソコン「LIFEBOOK
　Uシリーズ」②オフィスやテレワークでも使いやすい大画面ノートパソコ
ン「LIFEBOOK	E/Aシリーズ」③教育現場でのさらなる効率向上を実現する
Windowsタブレット「ARROWS	Tab	Qシリーズ」お問い合わせ先：富士通㈱　
購入相談窓口　TEL:0120-959-242

（URL:	https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/05/26-1.html）

富士通が法人向けノートパソコン、タブレット、ワークステーション５シリーズ１４機種を新発売

LIFEBOOK  U7310/D
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特集

第66回定時総会模様
一般社団法人情報通信設備協会（本部）の第 66 回

定時総会は、6 月 17 日（水）に東京都港区芝公園の
メルパルク東京で開催されました。今年度は、新型
ウイルス感染症拡大防止の観点から規模を縮小して、
定刻の午前10時 30分に総会を開始しました。

総会の冒頭、司会者の竹内	聰理事（東北地方本部）
から、一般社団法人情報通信設備協会定款 17 条第 1
項の規定により総会の定足数は正会員 573 名の過半
数を必要としているが、本日の出席者数は委任状提
出者を含めて 369 名であるので、本総会は成立する
旨報告があり、長谷川浩正理事（関東地方本部）の
開会挨拶、坪内和人会長の挨拶に続いて、定款 15 条
の規定により、大輪堅一理事長が議長となり、次の
とおり各議案を審議しました。

議事の経過概要及び議案別の審議結果
（1）議事録署名人の選出について

　議案の審議に先立ち、定款 19 条第 2 項の規定に
より、本総会議事録は議長のほか議事録署名人 2
名を選出することになっているため議長が議場に
諮ったところ、議長に一任されて次の 2 名を指名
しました。
　竹　内			　聰（理事・東北地方本部会員）
　長谷川　浩正（理事・関東地方本部会員）

（2）「第１号議案　2019 年度事業報告」、「第２号議
案（１）2019 年度決算報告」、「第２号議案（２）
2019 年度監査報告書」について
　上記議案はそれぞれ関連するため、一括して山
内専務理事が議案書に基づき詳細に説明した後、
千田和子監事が監査結果報告を行いました。以上
について、議長が議場に諮った結果、異議なく承
認議決されました。

（3）「第３号議案　2020 年度事業計画」、「第４号議
案　2020 年度収支予算」について
　上記議案はそれぞれ関連するため、一括して山
内専務理事が議案書に基づき詳細に説明した後、
議長が議場に諮った結果、異議なく承認議決され
ました。

（4）「第５号議案　役員の選任」について
　上記議案について、山内専務理事が議案書に基
づき、2020 年 5 月 20 日開催の 2020 年度第 1 回理
事会で選任された、理事 18 名、監事 3 名、補欠理
事 7 名を選任したい旨を説明した後、議長が議場
に諮った結果、全員異議なく承認議決されました。
　なお、選任された理事、監事、補欠理事は全員
就任を承諾しました。
　以上をもって、第 66 回定時総会の議事すべてを
終了したので、議長が閉会を告げました。

（5）退任役員へ感謝状贈呈
　議案審議終了後、別室において 2020 年度第 2 回
理事会を開催し、第66回定時総会において理事18
名が選任されたことに伴い、定款 21 条の規定によ
り会長、理事長、副理事長、専務理事を決め、資
料を配布し議場に報告しました。

司会の竹内理事

長谷川理事の開会挨拶

坪内会長の挨拶

議事を進める大輪理事長

ITCAvol58本文.indd   8 2020/07/08   13:14



9

　この度理事を退任した坪内和人氏（前会長）、大
輪堅一氏（前理事長）、浜田展吉氏（四国地方本部
長）、監事を退任した久野武男氏（関東地方本部監
事）、千田和子氏（北海道地方本部監事）の 5 名に、
これまでの協会活動の功績に対して小椋会長から
感謝状を贈呈しました。

　最後に渡辺敏郎理事（北海道地方本部長）が閉
会の挨拶を行い、第 66 回定時総会をすべて終了し
ました。

左から大輪前理事長、坪内前会長、久野前監事、千田前監事

○印は新任

総会模様

協会役職 氏名 所属組織 勤務先

○ 会		長 小椋　敏勝 本部 （一社）情報通信設備協会

○ 理事長 今井　秀昭 本部 東邦通信工業㈱

副理事長 栩谷　晴雄 関西 大和電設工業㈱

副理事長 井上　新一 東海 第一電話設備㈱

専務理事 山内　　明 本部 （一社）情報通信設備協会

理		事 長谷川	浩正 関東 日興テクノス㈱

理		事 松山　　仁 関東 日本通信設備㈱

○ 理		事 塚本　　豊 関東 ㈱レイコム

理		事 髙瀬　幸雄 関東 埼玉アンテナシステム㈱

理		事 品田　道雄 信越 品田通信電設㈱

理		事 藤田　義明 東海 ㈱TTK

理		事 早川　信之 北陸 ㈱ほくつう

理		事 吉本　幸男 関西 エフビットコミュニケーションズ㈱

理		事 江角　　優 中国 ㈱ソルコム

○ 理		事 渡邊　秀治 四国 ㈱イオタオーエーシステム

理		事 阿部　准定 九州 ㈱キューオキ

理		事 竹内　　聰 東北 東日本通信機器㈱

理		事 渡辺　敏郎 北海道 北第百通信電気㈱

監		事 平野　　毅 本部 平野公認会計士事務所

○ 監		事 吉田　孝治 関東 電通工業㈱

○ 監		事 石田　延章 信越 石田通信機㈱

■ 2020 年度本部役員

議案の説明をする
山内専務理事

千田監事の監査結果報告

代表して謝辞を述べる坪内前会長

渡辺理事の閉会挨拶
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新型コロナウイルス対策として、“ なし崩し ” 的に
テレワークを導入する企業が急増している。
　緊急事態だからやむを得ない面もあるが、テレワー
クはただ始めればいいというわけではない｡ テレワー
クの運用に際しては、労務管理が重要になる。
　オフィスであれば、管理職は部下の勤務時間や働
きぶりを間近で把握することができる。しかし、自
宅などオフィス以外の場所で業務を行うテレワーク
は、何時から何時まで働いているのか、きちんと休
憩時間を取っているのかといったことが分かりづら
い。
　テレワークで適正な労務管理を行ううえでは、ま
ず、どのような労働時間制度を採用するかを明確に
する必要がある。
　労働基準法では、法定労働時間に定められた1日 8
時問 ･ 週 40 時間という「通常の労働時間制」の他に、

「フレックスタイム制」「事業場外みなし労働時間制」
「裁量労働制」などの労働時間制度が定められている。
　在宅勤務などのテレワークの場合、会社の外で業
務を行うが、だからといって必ずしも事業場外みな
し労働時間制に該当するわけではない。
　きちんと勤務時間を算定できるのであれば、通常
の労働時間制度を適用することは可能だ。

■細切れの勤務時間を正確に管理
勤務時間を管理する手法として、最も簡単かつ広

く取り入れられているのが、始業 ･ 終了時に電話や
メール、チャットなどで上司に報告する方法だ。し
かし、あくまでも自己申告であり、実際の働き方を
把握することは難しい。
　各種システムからログを集めて推定する方法もあ
るが、自前で行うには時間や手間がかかり過ぎる。
　最近は、ICT を活用した労務管理ツールが登場し
ており、効率良く客観的に勤務時間や勤務内容を可
視化することが可能となっている。

　こうした ICT ツールの活用で働き方を見える化す
る際に注意すべきは、｢管理｣ ではなく ｢監視｣ になっ
てしまわないことだ。
　例えば、PC に取り付けたカメラで社員本人である
ことを確認し、勤務時間に反映する仕組みがあるが、
のぞきこみやなりすましの防止が目的とはいえ、人
によっては常に監視されているような印象を持つ可
能性がある。
　では、より自然な形で働き方を把握するにはどの
ような方法があるのか。
　テレワークに関するコンサルティングやツールの
販売を手掛けるテレワークマネジメントの（F-Chair+

（エフチェアプラス）｣ は、勤務時間の記録および勤
務時間中のPC画面キャプチャにより勤務実態を可視
化する。これにより、｢働いている時間｣ と ｢何をし
ているか｣ を同時に管理できるツールだ。
　利用者は、PC に専用のデスクトップツールをイン
ストールするだけ｡ 業務開始時に ｢着席｣ ボタンを、
離席の際や業務終了時に ｢退席｣ ボタンをそれぞれ
クリックすれば、その日の勤務時間が集計される。
　在宅勤務では、食事の他にも子供の世話、外出な
ど離席する時間がしばしば生じるが、“ 細切れ ” の勤
務時間を正確に管理することができる。
　併せて着席中は、PC 画面のスクリーンショットが
保存される機能も備える｡ 平均すると 1 時間に 6 枚
程度だが、撮影間隔はランダムで、業務中のPC画面
を撮られるだけなので心理的な負担も少なく、適度
な緊張感を持って仕事ができるという。
　画面キャプチャの解像度は、500dpi と決して高く
はない｡ ｢あくまでも働いている様子を確認すること
が目的であり、文字の判別までは必要ないので、あ
えて画質を落としている｣ とテレワークマネジメン
トの田中咲希子氏は話す。
　解像度の設定は変更可能で、厳格に管理したい場
合には1800dpi まで上げることができる。一方、プラ

業界特集

新型コロナウイルス対策で急遽テレワークを導入した企業にとって課題の１つが労務管理｡ 実際の働き方が見
えないなか､ 管理職と部下の双方が｢安心できる｣ 管理方法が成功の秘訣だ。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

テレワーク中の社員の仕事ぶりをどう管理するか？
安心できる労務管理が鍵
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イバシーなどの観点から画面の内容を見られたくな
い場合には100dpi まで解像度を落とすことも可能だ。
　管理者は、システムにログインするとキャプチャ
画像を確認できる。「テレワーク中の社員がさぼって
いるのではないか」という不安をきっかけに導入す
る企業が多いため、当初はこまめにログインしてキャ
プチャ画像を確認するが、仕事をしていることが分
かると安心し、確認するのは何か問題が発生したと
きだけになるケースが多いという。
　テレワークマネジメントがエフチェアプラスの販
売を開始したのは 2010 年｡ 同社では設立当初から社
員の 7 ～ 8 割が在宅勤務を行っていたが、当時は労
務管理ツールどころかテレワークという言葉自体が
認知されておらず、自社で開発したのが始まりだ。
　その後、テレワークの広まりとともに導入企業が
増え、利用実績は 860 社 ･1 万 7500 名に上る（2020
年 2月時点）。
　実際に導入した企業では、管理職が離れた場所に
いる部下の働きぶりを確認できるようになっただけ
ではない。テレワークをしている社員も ｢さぼって
いると思われていないか不安だったが、自分の仕事
ぶりを上司に見てもらえるので安心して働ける｣「自
宅でもオンとオフの切り替えができるようになった｣
と好評だという。

	

■利用者自らが時間への意識を高める
　NEC ソリューションイノベータの ｢NEC働き方見
える化サービス Plus｣ は、PC の操作ログを自動的に
収集する方法を採用している。
　利用者のPCに専用エージェントをインストールし、
キーボードやマウスの操作ログや使ったアプリケー
ションの種類、編集したファイル名のデータを収集
し、利用状況を可視化する。
　事前にテレワークを行う日時や勤務予定時間、業
務内容などを申請し、上司の承認を得ると、その申
請内容や承認履歴がクラウド上に保存されるように
なっている。
　ダッシュボード上には、申請した勤務予定時間と
実際に PC を操作した時間がグラフで表示されるの
で、直感的に勤務状況を把握することが可能だ｡ ｢管
理職は勤務状況や業務内容が見えるのはもちろんだ
が、部下も自分の働きぶりを客観的に証明すること
ができるので、双方に安心感をもたらす｣ とプラッ
トフォームサービス事業部の甲斐塔子氏は説明する。

テレワークマネジメントの
田中咲希子氏

テレワークマネジメントの「F-Chair+」は、PCに専用デスクトッ
プツールをインストールし、「着席」や「退席」ボタンをクリックす
るだけで1日の勤務時間が集計される

勤務時間は水色、所定外勤務時間は緑色で表示される。青色のバー
は、PC画面のスクリーンショットが保存されたタイミングを表し
ている

PC画面のスクリーンショットは、あえて画
質を落として保存される。解像度の設定は変
更することもできる
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　勤怠管理システムから取得した勤務実績と、PC の
利用状況や勤務予定時間を比較し、一定以上の乖離
が発生しているとアラートが表示される（スタンダー
ドおよびアドバンスプラン）。

また、2019 年 4 月施行の改正労働基準法では、長
い時間労働を是正する目的から時間外労働の上限規
制が罰則付きで導入されたため、「働き過ぎ」を管理
する必要もある。NEC 働き方見える化サービス Plus
は、法律で定められた残業上限のほか、会社や組織
ごとに決められた制限時間など、複雑な上限規制を
自動計算して通知する｡ 残業時間の規制上限は、「月
間残業時間が 100 時間」「連続する 2 ～ 6 ヵ月の平均
が80 時間を超過」などいくつかあるが、「2ヵ月平均
80時間の上限まであと12時間」というように最短で
問題となる時間が表示される。
　このように利用者が自ら時間への意識を高めるよ
うに工夫されているのが同サービスの特徴だ｡ 残業
時間が長いアラート対象者については、管理職が業
務内容をPCやアプリの利用状況から分析し、残業の
原因を “深堀り ”することもできる。

	

■ Microsoft Teams との連携も
　NEC 働き方見える化サービス Plus は、NEC の社
員が自分たちの働き方を見直す過程で生まれたサー
ビスだ｡ ｢働き方をチームや部門全体で共有し、みん
なで改善していくことで、最終的には生産性の向上
を目標にしている｣ とプラットフォームサービス事
業部の栗原司氏は述べる。このため、単に働き方を
管理したり残業を抑制するだけでなく、コミュニケー
ションの向上にも重点を置いている。
　ダッシュボード上にはメンバーの業務負荷状況が
グラフで表示されるので、自分以外のメンバーの働
きぶりを一目で把握することができる。

長時間残業していても、上司はともかく、周囲は
認識していないことが多い。ダッシュボードでメン
バーの働きぶりを見える化することで、忙しい人に
さらに仕事を割り振ってしまうといった事態が避け
られる。
　NEC 働き方見える化サービス Plus はこの 3月に提
供を開始したが、NECグループでは2017年から全社
的に導入している。
　NEC ソリューションイノベータの場合、導入前は
一部の部署で長時間残業や休日出勤が常態化してい
た。しかし、導入から 3 ヵ月で平均残業時間が 11％
削減｡ ひと月あたりの残業時間も ｢45 時間越え｣ が
12％、｢60時間越え｣ が 33％それぞれ減少したという。
　今後はコミュニケーション機能をさらに強化する
ため、Microsoft	Teamsとの連携も予定している（ア
ドバンスプラン）。｢今日の業務予定を Teams 上でメ
ンバーと共有し、その内容についてコメントし合う
というようにコミュニケーションを促進するのが目
的｣（栗原氏）だ。
　働き方を管理するとはいえ、上からの一方的な押
し付けや ｢監視｣ は反発を招いてしまい浸透しない｡
双方が納得し安心できる管理方法が成功の秘訣とい
えそうだ。

（出典：テレコミュニケーション	May	2020）

NECソリューションイノベータの「NEC働き方見える化サービ
ス Plus」は、勤怠管理システムから取得した勤務実績と、PCの利
用状況や勤務予定時間を比較する機能も備える

ダッシュボードはメンバーの働きぶりを見える化する以
外に、一言メッセージなどコミュニケーションを活性化す
る役割も果たしている

（左から）NECソリューションイノベータ　プラット
フォームサービス事業部の甲斐塔子氏と栗原司氏
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新製品・新サービス

ダイヘンがＬＡＮ回線の高機能化に対応した
接点出力機能付きＳＰＤを販売開始

■要旨
株式会社ダイヘンは、LAN用SPD（Surge	Protective	

Device）※の新製品『PE-CAT6-S』の販売を開始しま
した。この製品は、LAN回線の高速化や PoE 給電の
電力大容量化に対応した LAN 用 SPD で、2017 年に
LAN用SPDでは業界で初めて市場投入した劣化確認
機能に加え、接点出力機能を備えたもので、SPD の
死活を遠隔で確認することができます。
※	LAN用 SPDは、LAN回線へ侵入した雷サージに
よる異常電圧・異常電流から系統の機器を保護する
装置。

■開発の背景
ネットワーク機器で代表される監視カメラは、ア

ナログCCTVカメラから IPネットワークカメラへの
シフトが続いており、通信速度の高速化や PoE 給電
の電力大容量化が進んでいます。

また、監視カメラの屋外設置件数も増加傾向にあ
り、雷害対策としては SPD の設置が一般的ですが、
PoE 機器の普及および通信速度の高速化に伴う通信
IC の高性能化により、通信線間だけでなく PoE 給電
線間の線間サージ電圧（差動モードサージ電圧）を
小さく抑えることが雷害対策の重要な要素になりま
す。
　一方、SPDは侵入した雷サージを処理するうちに、
避雷素子の劣化が進み最終的には故障に至ります
が、その劣化状況は外観から判断できません。そこで、
当社は 2017 年、業界で初めて劣化確認機能を備えた
LAN用 SPD『PE1000N-C』の販売を開始しました。

しかし、SPDの劣化状態は現場での確認が必要で、
SPD が遠方に設置されている場合、確認作業は容易
でなく、故障の有無を遠隔で確認できる SPD の需要
が高まっています。

このような背景から、LAN 回線の高機能化に対応
し、SPD の死活を遠隔監視できる LAN 用 SPD『PE-
CAT6-S』の販売を開始しました。

■特長　　　　　　　
１．PoE 給電線間の線間サージ電圧を抑制 
　ダイオードブリッジ技術により、通信線間だけで
なく PoE 給電線間であるケーブル対の間の差動モー
ドサージ電圧も小さく抑えることができます。（JIS	C	
5381-22付属書F）
２．ギガビットイーサネット カテゴリ 6 に対応

5GBASE-T，2.5GBASE-T，1000BASE-TX，
1000BASE-T,100Base-TX,10BASE-T に対応していま
す。
３．最大 75W までの PoE 給電に対応

PoE，PoE+，UPoE，および 75W までの PoE++
に対応しています。
４．接点出力機能を有した LAN 用 SPD

外部接点出力（C 接点）により遠隔で死活監視で
きます。
５．劣化確認機能を有した LAN 用 SPD

チェックボタンで故障の有無が確認できます。
電池を内蔵しており、別途電源を設ける必要はあ

りません。
６．DIN レール対応

DINレールに対応し施工が容易な構造です。
導電性 DIN レールを使用した場合はアースへの一

括接続が可能です。
７．RoHS 指令（10 物質）に対応
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■ LAN 用 SPD『PE-CAT6-S』の仕様

■外観図

■お問い合わせ先
ダイヘン電機システム株式会社　耐雷機器営業部
ＴＥＬ（06）7177-6760　　ＦＡＸ（06）6308-0962
本製品に関するウェブサイト：https://www.daihenfuse.co.jp/productsA/hoanki/

型番
性能・仕様

（新製品）
PE-CAT6-S

適用回路
LAN（5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-TX,1000BASE-T

100Base-TX,10BASE-T,PoE,PoE	Plus,UPoE,PoE++）
1 回線

適用ケーブル カテゴリー 5e	※ 1,6,6A
最大連続使用電圧	Uc DC60V

定格電力 1,2/3,6 ペア 37.5W 合計　75W4,5/7,8 ペア 37.5W
定格電流 1,2/3,6 ペア 720mA 合計　1.44A4,5/7,8 ペア 720mA

電圧防護レベル	Up 500V
インパルス耐久性
（8 線の合計値）

カテゴリ C2 5kA
カテゴリ D1 1kA

絶縁抵抗※ 2 100M Ω以上
挿入損失※ 3 1.5dB 以下	

導通抵抗（1 線当たり） 1 Ω以下
インパルスリセット 30 ｍ s 以下（DC60V,630 ｍ A）

使用温湿度範囲 － 25 ～ 70℃	93% 以下（ただし結露・氷結のないこと）
SPD 機能確認	 check ボタン 緑 正常

不点灯 故障

接点出力
最大使用電圧・電流 DC30V　0.5A

適用電線 単線　φ 0.5 ～φ 1.6 ｍｍ
撚線　0.08 ～ 1.5㎟	（AWG28-14）

※ 1　Cat.5e ケーブルを使用する場合は10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-Tの仕様となります。　　
※2　LINE- 接地端子間	DC60Vを印加して測定　※3　LINE-EQUIP間	DC～ 250MHz（100Ω）
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INFORMATION

富士通が教育現場における使いやすさを徹底追及した
文教向けタブレットなど法人向けパソコン６シリーズ９機種を新発売

■新製品の主な特長
１．児童生徒の手になじむよう使いやすさを徹底的

に追及した新デザイン「ARROWS Tab Q5010/
CE」など Q シリーズ 2 機種
教育現場の ICT 化が進む中、児童生徒にとっての

使いやすさを徹底的に追及し、安心安全に使えるよ
う360度全方向にまで気を配った新デザイン「School	
Design	360℃（スクールデザインサンビャクロクジュ
ウド）」を採用した10.1 型防水タブレット「ARROWS	
Tab	Q5010/CE」を新たに提供します。従来の筐体デ
ザインを細部にわたり見直し、小さな手でも持ちや
すいよう角を無くしたラウンドフォルムや、机から
の落下を防ぐために側面および背面に滑りにくいテ
クスチャー（表面処理）を採用するなど、それぞれ
の利用場所での使いやすさをさらに向上しています。
　また、2020 年 4 月から始まる新学習指導要領に伴
う教科書改訂により、教科書に掲載される QR コー
ドを読み取り、映像・音声教材などを利用できるア
プリケーション Function	Manager-QR コードリー
ダー（注 1）を標準添付しました。本アプリケーショ
ンは、タブレット本体の上部に設置した専用のショー
トカットボタンを押すことで起動し、画面の親指が
届く位置に表示されたサイト閲覧ボタンから読み
取ったサイトへスムーズに移動できます。
	

２．最新版 OS を搭載した法人向けパソコンおよび
ワークステーションのラインナップ強化

　ノートパソコン「LIFEBOOK」では 2 シリーズ 4
機種、デスクトップパソコン「ESPRIMO」では 2 シ
リーズ 2 機種、ワークステーション「CELSIUS」で
は 1 シリーズ 1 機種において最新場 OS「Windows	
10	November	2019	Update」を適用（注 2）するなど、
法人向けの豊富なラインナップで働き方改革を支援
します。

（注釈）
注 1.	Function	Manager-QR コードリーダー：

富士通クライアントコンピューティングの独自開発アプ
リケーション。「ARROWS	Tab	Q5010/CE」のみ標準搭載。
本アプリケーションがサポートしているQRコードは「QR
コード	モデル2」です。自動反転コード、表裏反転コード、
連結コード、バーコードは読み取り不可能です。極端な
汚れや歪み、暗すぎる場所など状況によってはQRコー
ドを読み取ることができない場合があります。

注 2.	最新版 OS「Windows	10	November	2019	Update」を適用：
「FUJITSU	Desktop	ESPRIMO	Q958/MRE」のみ「Windows	
10	May	2019	Update」を適用。

■販売価格（税別）

■お問い合わせ先
富士通株式会社
購入相談窓口
TEL：0120-959-242
受付時間：平日 9 時～ 18 時

富士通㈱は、富士通クライアントコンピューティング㈱製の文教向け Windowsタブレット「FUJITSU Tablet 
ARROWS Tab Q5010/CE」と、法人向け「ARROWS Tab Q5010/CB」の２機種、および最新版 OSを搭載し
た法人向けパソコン、ワークステーションを2020年1月23日より国内で販売開始しました。

製品名 希望小売価格

FUJITSU	Tablet	ARROWS	Tab	Q5010/CE 97,200 円～

FUJITSU	Tablet	ARROWS	Tab	Q5010/CB 97,200 円～

FUJITSU	Notebook	LIFEBOOK	U939/C 229,800 円～

FUJITSU	Notebook	LIFEBOOK	U939X/C 326,800 円～

FUJITSU	Notebook	LIFEBOOK	A749/C 232,100 円～

FUJITSU	Notebook	LIFEBOOK	A579/C 179,600 円～

FUJITSU	Desktop	ESPRIMO	D588/C 162,300 円～

FUJITSU	Desktop	ESPRIMO	Q958/MRE 306,000 円～

FUJITSU	Workstation	CELSIUS	J580 233,800 円～

　アライドテレシス株式会社（本社： 東京都品川区、代表取締役社長： 大嶋章禎、以下： ＡＴＫＫ）、一般社団
法人情報通信設備協会（本部： 東京都中央区、会長： 小椋敏勝、以下： ＩＴＣＡ）は、両者の持つ強みを活かし、
2017年（平成29年）より協業の取組みを進めて来ました。
　具体的には、（資料１）
　①　工事認定パートナーとしてのお客様紹介17社（2017年度より実施：今年度も継続実施）
　②　パートナープログラム連動特別キャッシュバック192社（2018年度より実施：今年度も継続実施）
を継続実施することとしています。

２０２０ アライドテレシス株式会社との更なる協業について
～アライドテレシス社との多様な協業メニュー～

■お問い合わせ先
　【アライドテレシス株式会社】
　セールスパートナー推進部　担当　土屋、柴
　ＴＥＬ：03-5437-6116

　【（一社）情報通信設備協会】
本部事務局　　担当　齊藤、花園　　
ＴＥＬ：03-5543-2250
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本部研修　INFORMATION

2020年度本部研修開催一覧
初級ネットワーク技術者研修　【情報ネットワークプランナー資格認定試験】

本学習コースは、e-ラーニング・Web 試験ですので、自宅等で自由な時間にマイペースで受講できます。
受講料（Web 試験１回分・資格認定料・消費税込み）：会員 14,300円　一般 21,450円）

中級ネットワーク技術者研修　【情報ネットワークプランナー・マスター資格認定試験】

本学習コースは、研修会場で2日間受講後、Web 試験・機器の設定試験を受けて頂きます。
受講料（Ｗｅｂ試験 1 回分・資格認定料・消費税込み）：会員 44,000円　一般 98,000円

開催地 開催日程 募集人数 研修会場

東　京

	9月	8日（火）～	9日（水） 10
東京都品川区五反田7-21-11
第 2TOC　ビル1F

アライドテレシス
研修室10月20日（火）～21日（水） 10

11月10日（火）～11日（水） 10

大　阪

	7月14日（火）～15日（水） 6

大阪市中央区本町 2-5-7
メットライフ本町スクエア3F

アライドテレシス
研修室

	8月25日（火）～26日（水） 6

10月	6日（火）～	7日（水） 6

12月	8日（火）～	9日（水） 6

無線ＬＡＮ技術研修　【情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格認定試験】

本学習コースは、研修会場で2日間受講後、Web 試験・機器の設定試験を受けて頂きます。
受講料（Ｗｅｂ試験 1 回分・資格認定料・消費税込み）：会員 44,000円　一般 98,000円

開催地 開催日程 募集人数 研修会場

東　京

	9月10日（木）～11日（金） 4
東京都品川区五反田7-21-11
第 2TOC　ビル1F

アライドテレシス
研修室10月22日（木）～23日（金） 4

11月12日（木）～13日（金） 4

大　阪

	7月16日（木）～17日（金） 4

大阪市中央区本町 2-5-7
メットライフ本町スクエア3F

アライドテレシス
研修室

	8月27日（木）～28日（金） 4

10月	8日（木）～	9日（金） 4

12月10日（木）～11日（金） 4
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新会員（2020年5月1日～6月30日）

■通常会員
◎　会社名　　�エフビットコミュニケーションズ株式会社　福岡支店
　　　　　　　（2020年6月2日入会）
　　所在地　　福岡市博多区　
　　代表者　　長迫　智宏　　
　　TEL　　　092-473-4111
　　事業内容　	通信システム、集合住宅ネットワークシステム、電力再販事業、太陽光発電事業、
　　　　　　　	電力小売事業
　　ＵＲＬ　　https://www.fbit.co.jp/

令和 2 年 4 月 29 日付けをもっ

て、春の叙勲が発令されました。

総務省の関係分野につきまして

は、功績の内容に着目し、顕著

な功績を挙げた方に授与される

栄えある叙勲勲章「旭日双光章」

を（一社）情報通信設備協会	本部の大輪堅一氏（富

士ネットシステムズ株式会社　取締役会長）が受章

されました。

　大輪氏は、昭和 42 年に富士ネットシステムズ株式

会社へ入社以来、企業向け PBX の販売・工事・保守

業務に長年従事し、電気通信事業の発展に貢献され

ました。平成元年に 41 歳で取締役に就任、社員教育

制度を固め、積極的な投資を行い、人材育成に尽力

しました。その結果、「人間力と技術力」を基本に顧

客対応の礎を築き、数多くの顧客との信頼関係を構

築しました。

平成 7 年に代表取締役に就任し、ネットワークの

構築および運用保守業務の 24 時間対応のセンターを

開設して、顧客の安心・安全なシステム稼動に努め

ました。現在は、公共や一般企業の大規模情報通信

システムのオンサイト運用・保守業務を行い、シス

テムの安定稼動や利用者の手厚いサポートに貢献し

ています。

平成 10 年より（社）情報通信設備協会関東地方

本部の常任理事に就任し、教育委員長を務めました。

新入社員教育、階層別管理職研修、経営革新セミナー

や通信・LAN 技術教育を実践し、幅広い分野で会員

企業の人材育成に努めました。平成 20 年に業務委員

長に就任し、顧客への安全・安心で信頼ある施工・

保守サービスを提供する「LAN 認定制度」を創設し

て普及活動に貢献しました。平成 25 年に関東地方本

部長に就任し、国および各メーカーと連携した情報

提供や講演活動、近未来を創造したビジネスのあり

方などを通じて、ICT の普及、発展に貢献しました。

平成 28 年度理事長に就任し、会員企業約 600 社をま

とめ、メーカーをはじめ通信事業者と連携して新た

なビジネスを創造して、ICTを軸とした「働き方改革」

の普及促進に取組んでいます。

平成 10 年より情報通信事業協同組合の理事に就任

し、同組合活動を通じて会員企業の発展に貢献しま

した。また、同組合における構造改革を実行し、健

全かつ会員より信頼される組合活動を実践しました。

本年度、富士通の地場パートナー会「ネットワー

ク共栄会」理事に就任し、パートナービジネスの活

性化や連携を推進しています。

令和２年春の叙勲「旭日双光章」を大輪堅一氏が受章
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地方本部 　総会報告

北海道

日程 2020 年 5月21日（木）
時間 総　会　11 時 00 分～ 12 時 00 分

会場 ホテルノースシティ（札幌市中央区南 9 条西 1 丁目）

■第 66 回北海道地方本部定時総会
　第６６回定時総会は新型コロナウイルス感染拡大防止策を
徹底し、開催場所・開催時間を鑑み開始を午前に変更し、ホ
テルノースシティにて実施しました。
　議長は本部長が行い、今回の新型コロナウイルス感染防止
策に伴い通常とは異なる定時総会になったことついて説明と挨
拶があり、その後第 1 号議案から第 4 号議案まで審議承認さ
れました。　　　

　第 5 号議案では北海道地方本部体制強化として、副本部
長の２名体制に伴い、山田清司新副本部長と岸田真樹新監
事が選任承認され、全ての審議を滞りなく終了しました。
　総会終了後に予定していた会員相互の交流（懇親会）は、
中止となりました。

1. 定数　　会員数 :28 社　出席者 :9 社　委任状 :19 社
2. 議事
		第１号議案　2019 年度事業報告
		第２号議案　2019 年度収支決算報告・監査報告
		第３号議案　2020 年度事業計画（案）
		第４号議案　2020 年度収支予算（案）
		第５号議案　役員選任の件

　新型コロナウイルス対策のため、ドア・窓を開放・密着を避
け１テーブル１人の着座にするなど、席配置に万全を配した定
時総会の開催模様。

東北

日程 2020 年 5月22日（金）
時間 総　会　11 時 00 分～ 12 時 00 分

昼　食　12 時 00 分～ 12 時 30 分会場 仙台協立第一ビル　4 階 408 会議室
（仙台市青葉区国分町 1-8-13）

■第６６回東北地方本部定時総会
　第６６回定時総会は仙台協立第一ビルで開催し、１１社１１
名の参加がありました。
　コロナウイルスの対処を考慮し簡素な総会を心掛けしました。
セミナー及び懇親会は行わず短時間の開催となりました。竹内
本部長の挨拶の後、第１号議案から第６号議案まで審議を行
い滞りなく了承されました。
　今回は役員の改選議案があり承認されました。

１．定数　会員数 33 名		出席者 11 名		委任状 18 名
２．議事
　　第１号議案　令和元年度事業報告
　　第２号議案　令和元年度収支決算報告
　　第３号議案　会計監査報告
　　第４号議案　令和２年度事業計画（案）
　　第５号議案　令和２年度収支予算（案）
　　第６号事案　その他

　　　　　　　　　役員改選の件

　今年度は永年勤続表彰はありませんでした。
　総会終了後、折り弁当での昼食となり早々の解散となりまし
た。

■竹内本部長のご挨拶

　

■総会の風景

総会模様

消毒液設置模様 渡辺本部長挨拶模様
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信越

日程 2020 年 5月25日（月）
時間 総会	13:30～ 13:50

会場 品田通信電設株式会社	会議室
	（柏崎市西本町 1-11-25）

■第６６回信越地方本部定時総会
　第 66 回定時総会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止
の観点から、規模を大幅に縮小し、役員改選など６つの議案
を審議しました。会員にはあらかじめ委任状による議決を積極
的に呼びかけ、議案書を委任状とともに送付し、議案につい
て委任状による回答を求めました。
　総会では、品田本部長挨拶に続き、前年度の活動報告・
決算および監査報告、本年度の事業計画案・収支予算案、
地方本部規約一部改定および弔慰金規程、役員改選案が原
案どおり可決されました。今年度の事業計画としては、昨年度
の事業に加え、信越地方本部の活動を広く周知することを予
定しております。総会後の勉強会および懇親会は行いませんで
した。
　

１．定数　会員数 11 名	出席者 3 名、委任状 8 名
２．議事　第１号議案　令和元年度活動報告の件
　　　　　第２号議案　令和元年度決算報告及び監査報告の件
　　　　　第３号議案　令和２年度事業計画（案）の件
　　　　　第４号議案　令和２年度収支予算（案）の件
　　　　　第５号議案　規約一部改定ならびに弔慰金規程の件
　　　　　第６号議案　令和２年度信越地方本部役員改選の件

■ 2020 年度信越地方本部　新役員
 

幹事 本 部 長 品田	道雄 品田通信電設株式会社

幹事 副本部長 小口	智之 丸登電業株式会社

幹事 西山	和里 株式会社東西電機商会	（新任）

幹事 河内	康志 北陸電々株式会社

幹事 櫛谷	　努 クシヤ株式会社

幹事 石田	延章 石田通信機株式会社

幹事 樋口	正仁 双峰通信工業株式会社（新任）

関東

日程 2020 年 5月21日（木）
時間 総会　15：00～ 16:30

会場 銀座キャピタルホテル（東京都中央区築地 3-1-5）

■第 65 回関東地方本部定時総会
　第 65 回定時総会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止
に鑑み、定時総会を縮小して開催しました。総会後に開催予
定でした「永年勤続従業員表彰式」及び「定時総会懇親会」
は中止となりました。
　関東地方本部の第 65 回定時総会は、5月21日（木）午
後3時から東京中央区の銀座キャピタルホテル	茜で開催しまし
た。
　花園事務局長の定数報告、金澤幹事の開会挨拶、今井
秀昭本部長の挨拶に続いて、関東地方本部運営規定第 11
条により今井本部長が議長となり、第 1 号議案を松山仁広報
委員長、第 2 号議案を長谷川浩正総務財務委員長、監査
報告を吉田孝治監事、第 3 号議案を塚本豊教育委員長、第
4 号議案を長谷川浩正総務財務委員長、第 5 号議案を花園
事務局長、それぞれ審議を行い滞りなく議案審議が了承されま
した。
　最後に島津正行幹事が閉会の挨拶を行い、第 65 回定時
総会をすべて終了しました。

１．定数　会員数　235 名　出席者 22 名　委任状 128 名
２．議事　第１号議案　令和元年度事業報告
　　　　	第２号議案　令和元年度収支決算報告
　　　　	第３号議案　令和２年度事業計画（案）
　　　　	第４号議案　令和２年度収支予算（案）
　　　　	第５号議案　役員選任の件

■総会会場風景
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総会詳細は、関東ホームページ[令和2年6月発行イベント報告No.26]に掲載しています。	

会場風景

集合写真
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東海

日程 2020 年 5月19日（火）
時間 総会　15：00～ 16：00

会場 サンテレホン㈱名古屋営業所

■第 66 回東海地方本部定時総会
　第 66 回定時総会は、新型コロナウイルス感染に関連した３
密（密閉、密集、密接）を避け、ソーシャルディスタンスを配
慮した簡素な形での開催とし、ホテルでの総会、懇親会は残
念ながら見送り、サンテレホン㈱名古屋営業所２階会議室を臨
時会場として開催いたしました。
　総会は規約により井上本部長を議長とし、前年度の事業報
告・収支決算および監査報告、本年度の事業計画案・収支
予算案、役員改選案が原案どおり全会一致で可決されました。
　なお事業計画として、本年度は、『情報通信フェア２０２０』
を開催予定でしたが、新型コロナウィルス感染防止対策の観
点から３月末に開催を１年先送りしたことから、収支予算案につ
きましては、見直しを行いました。
　「永年勤続従業員表彰式」につきましても中止といたしまし
た。
　

１．定数　会員数　58 名　出席　10 名　委任状　36 名
２．議事　第１号議案　２０１９年度事業報告
　　　　　第２号議案　２０１９年度収支決算報告
　　　　　第３号議案　２０１９年度会計監査報告
　　　　　第４号議案　２０２０年度事業計画（案）
　　　　　第５号議案　２０２０年度収支予算（案）
　　　　　第６号議案　任期満了に伴う役員改選

■総会会場風景
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

関西

日程 2020 年 5月27日（水）
会場 （一社）情報通信設備協会　関西地方本部　会議室

（大阪市西区江戸堀 1-23-13　肥後橋ビル３号館 405 号）時間 総　会　10 時 00 分～ 11 時 00 分

■第 66 回関西地方本部定時総会
　今年の定時総会は、この度の新型コロナウイルス感染拡大
防止という観点から、規模を例年より縮小せざるを得ませんでし
た。第 66 回定時総会は大阪市西区江戸堀の協会関西地方
本部の会議室において、平成 31 年度役員だけの出席で開催
しました。第 1 号議案から第 5 号議案まで審議承認され、滞
りなく終了致しました。　
　江見事務局長の定数報告、栩谷本部長の開会のあいさつ、
地方本部規約第 11 条により栩谷本部長が議長となり、議事
録署名人に勝矢幹事と肥後本幹事が指名され承認された。
第 1 号・2 号議案を松下幹事、監査報告を花元監事が、第
3 号・第 4 号議案を大前常任幹事が報告、それぞれを審議し
満場一致で承認された。第 5 号議案の役員改選は選考委員
長に吉本常任幹事、選考委員に大前常任幹事・髙木幹事・
山本幹事・勝矢幹事が選任され役員候補者 14 名全員が満
場一致で承認された。新役員 14 名による互選の結果、地方
本部長に栩谷晴雄氏 ｢大和電設工業（株）｣、監事に花元
政実氏 ｢藤井通信工業（株）｣、1 名を選出した旨報告され、
員外監事に川口仁志氏（株）テクネットが推薦され、満場一
致で承認された。
　
１．定数　会員数　67 社　出席者 14 社　委任状 36 社
２．議事　第 1 号議案　平成 31 年度事業報告
　　　　	第 2 号議案　平成 31 年度収支決算報告・監査報告
　　　　	第 3 号議案　令和 2 年度事業計画
　　　　	第 4 号議案　令和 2 年度収支予算
　　　　	第 5 号議案　役員改選
３．退任役員　２名　　　
４．	従業員表彰　今年度は永年・優良従業員表彰の式典を

開くことができず、表彰状と記念品は簡易書留で各社へ
送付。

５．	その他報告　新型コロナウイルス感染症の影響により、
総会終了後の記念講演会、表彰祝賀会 ･ 会員交流会
は中止。

令和 2 年度新役員（アイウエオ順）
大前良平（南海電設㈱）
勝矢善弘（協和テクノロジィズ㈱）
川口仁志（㈱テクネット）
岸村智志（三和通信工業㈱）
栗本貴裕（カズヒロシステム㈱）
佐藤秀和（サンテレホン㈱）
高木　健（タカギエレクトロニクス㈱）
田中典和（田中工業㈱）
栩谷晴雄（大和電設工業㈱）
花元政実（藤井通信工業㈱）	
松下友美（アンダーデザイン㈱）
松本正幸（㈱岩通サービスセンター）
山本榮一（昭栄通信工業㈱）
湯原重貴（㈱ミライト・テクノロジーズ）
吉本幸男（エフビツトコミュニケーシヨンズ㈱）　

																																																																																															
退任役員

鈴木　勲氏（カズヒロシステム㈱）　　　　　
肥後本成男氏（サンテレホン㈱）　

■栩谷本部長のご挨拶　　　■事務局長定数報告
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北陸

日程 2020 年 5月22日（金）
時間 総　会　15 時 30 分～ 15 時 50 分

会場 株式会社ほくつう　会議室
（金沢市問屋町１丁目６５番地）

■第６６回北陸地方本部定時総会
　第 66 回定時総会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止
という観点から、定時総会を縮小し、ホテルでの総会、懇親
会は見送り、㈱ほくつう	会議室を臨時会場とし、委任状による
議決を積極的に呼びかけ、役員改選など5つの議案を承認し
ました。
　また、総会後に開催予定でした「永年勤続従業員表彰式」
は、別日で行われました。

１．定数　会員数 18 名		出席者 1 名		委任状 17 名
２．議事
　　第１号議案　令和元年度事業報告
　　第２号議案　令和元年度収支決算報告・同監査結果報告
　　第３号議案　令和２年度事業計画（案）
　　第４号議案　令和２年度収支予算（案）
　　第５号事案　役員改選について
３.その他
　　永年勤続者の表彰（別日で実施）
　　・本部表彰（永年勤続従業員表彰）1 社 2 名の表彰
　　　　
＜	令和２年度役員	＞
　・地方本部長
　　　早川　信之：株式会社ほくつう
　・地方副本部長
　　　田中　優治：かがつうシステム株式会社
　・幹事
　　　松井　信司：株式会社ツーテック
　　　浜田　和良：株式会社ホクタテ
　・監事
　　　棒田　優　：北信テレネックス株式会社　

■永年勤続従業員表彰（別日で実施）
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中国

日程 2020 年 5月22日（金）

■第 65 回中国地方本部定時総会
　第 65 回定時総会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止
の観点から、定時総会を書面表決に切り替え、このほど役員
改選など6 議案を承認されました。書面表決に際し、会員に
議案書と書面表決書を送付し、議案について賛成反対の回
答を求めました。その結果、前年度の事業報告・収支決算お
よび監査報告、本年度の事業計画案・収支予算案、役員改
選案が原案どおりで可決されました。総会後に開催予定でした
「永年勤続従業員表彰式」「講演会」及び「定時総会懇
親会」は中止となりました。
　

１．定数　会員数　54 名　賛成 39 名　　
２．議事　第１号議案　平成 31 年度事業報告
　　　　	第２号議案　平成 31 年度収支決算報告
　　　　	第３号議案　平成 31 年度会計監査報告　　　
　　　　	第４号議案　令和２年度事業計画（案）　
　　　　	第５号議案　令和２年度収支予算（案）
　　　　	第６号議案　役員改選の件

■ 2020 年度中国地方本部　新役員
・地方本部長
　江角　優　㈱ソルコム　常務取締役　IT 事業本部長

・地方副本部長
　竹中　光　伍永通信㈱　代表取締役社長
　土屋智三郎	オカツウエレクトロニクス㈱	営業戦略室　部長

・幹　事
　小川　薫　小川電気通信㈱　専務取締役
　石原和弘　㈱中電工　技術本部　情報通信技術部長
　村上直也　三親電材㈱　第二営業部長
　田坂剛樹　㈱エフォートシステム　営業部長
　中野英一　協和テクノロジィズ㈱　岡山事業所　所長
　浅井　大　扶桑電通㈱　山口営業所　所長
　福山博之　鳥取通信工業㈱　代表取締役社長
　勝部幸男　㈱ソルコム　島根支店　担当部長

・監　事　
　原田裕介　サンテレホン㈱　広島営業所　所長
　戸田　豊　クリエイティブリンク㈱　代表取締役社長

・参　与
　森山　孝　大成ナグバス㈱　会長
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九州

日程 2020 年 5月29日（金）
時間 総　会　15 時 00 分～ 16 時 20 分

会場 八百治博多ホテル　C 会議室
（福岡市博多区博多駅前 4-9-2）

■第６６回九州地方本部定時総会
　第 66 回定時総会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止
に鑑み、定時総会を縮小して開催しました。総会後に開催予
定でした「永年勤続従業員表彰式」及び「定時総会懇親会」
は中止となりました。
　事務局や役員の人選で本部継続が危ぶまれ、3月には会
員の退会申請があり会員が減少する中での厳しい総会となりま
した。

　阿部本部長の挨拶の後、第１号議案から第 5 号議案まで
審議を行い滞りなく了承されました。
　今回は役員の改選議案があり承認されました。
　報告事項の中では事務所移転が報告されました。

　最後に阿部本部長が閉会の挨拶を行い、第 66 回定時総
会をすべて終了致しました。

１．定数　会員数 15 社		出席社 3 社		委任状 12 社
２．議事
　　第１号議案　2019 年度度事業報告の件
　　第２号議案　2019 年度収支決算報告の件
　　　　　　　		2019 年度監査報告の件
　　第３号議案　2020 年度事業計画（案）の件
　　第４号議案　2020 年度収支予算（案）の件
　　第５号議案　役員改選の件
３.その他
　　永年勤続者の表彰
　　・本部表彰（永年勤続従業員表彰）2 社 6 名の表彰
　　・九州地方本部表彰　該当者なし　　

■阿部本部長のご挨拶

■総会の風景
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

四国

日程 2020 年 5月27日（水）

■第 67 回四国地方本部定時総会
　第 67 回定時総会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止
の観点から、定時総会を書面表決に切り替え、このほど役員
改選など全議案を承認しました。書面表決に際し、会員に議
案書と書面表決書を送付し、議案について賛成反対の回答を
求めました。その結果、前年度の事業報告・収支決算および
監査報告、本年度の事業計画案・収支予算案、役員改選
案が原案どおり全会一致で可決されました。
　総会後に開催予定でした「永年勤続従業員表彰式」及び
「定時総会懇親会」は中止となりました。
　

１．定数　会員数　52 名（書面表決：52 名）
２．議事　第１号議案　令和元年度事業報告
　　　　	第２号議案　令和元年度収支決算報告
　　　　	第３号議案　令和２年度事業計画（案）
　　　　	第４号議案　令和２年度収支予算（案）
　　　　	第５号議案　役員選任の件

＜令和 2 年度新役員＞
・地方本部長
　　渡邊秀治：㈱イオタオーエーシステム（愛媛）

・地方副本部長
　　浜田展吉：新進電気販売㈱（高知）
　　西条　仁：田中通信工業㈱（香川）

・幹事
　　天野浩二：愛媛通信建設㈱（愛媛）
　　徳永元司：四国通建㈱（愛媛）
　　桑野明彦：日興通信㈱（愛媛）
　　宮脇誠二：四国電話建設㈱（愛媛）
　　石橋雄二：㈱カナック（香川）
　　平石達也：㈱ドコモCS 四国（香川）
　　船田　晃：日本電気㈱四国支社（香川）
　　阿部和英：東和工業㈱（徳島）
　　山村孝志：㈲山村エンジニアリング（徳島）
　　氏原正行：㈱常光電機（高知）

・監事
　　麓　　譲：エース電子サービス㈱（愛媛）
　　西条　仁（兼務）：田中通信工業㈱（香川）
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四国

電気通信工事施工管理技士の資格取得に向けた支援研修

日程 2020 年 7月16日（木）～17日（金） 定員 10 名

時間 9：30 ～ 16：30 受講料 受講者数による
（10 名：11,000 円、10 名未満：18,000 円）

会場 ポリテクセンター高知
（高知市桟橋通 4-15-68）

申込み
方法 受講申込書にて、四国事務局に送付

研修
内容

VLAN 間ルーティング技術
（電気通信工事の施工管理技術ネットワーク編）

問合
せ先

四国地方本部事務局
TEL：089-911-1600　FAX：089-911-1601

対象者 四国地方本部の会員企業の社員

四国

電気通信工事施工管理技士の資格取得に向けた支援研修

日程 2020 年 7月21日（火）～22日（水） 定員 20 名

時間 9：30 ～ 16：30 受講料 受講者数による
（20 名：7,500 円、15 ～ 19 名：8,500 円）

会場 ポリテクセンター愛媛
（松山市西垣生町 2184）

申込み
方法 受講申込書にて、四国事務局に送付

研修
内容

VLAN 間ルーティング技術
（電気通信工事の施工管理技術ネットワーク編）

問合
せ先

四国地方本部事務局
TEL：089-911-1600　FAX：089-911-1601

対象者 四国地方本部の会員企業の社員

四国

電気通信工事施工管理技士の資格取得に向けた支援研修

日程 2020 年 7月30日（木）～31日（金） 定員 10 名

時間 9：30 ～ 16：30 受講料 11,000 円（受講者数 10 名未満：18,000 円）

会場 ポリテクセンター香川
（高松市花ノ宮町 2-4-3）

申込み
方法 受講申込書にて、四国事務局に送付

研修
内容

VLAN 間ルーティング技術
（電気通信工事の施工管理技術ネットワーク編）

問合
せ先

四国地方本部事務局
TEL：089-911-1600　FAX：089-911-1601

対象者 四国地方本部の会員企業の社員

地方本部　INFORMATION
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委員会・理事会等模様

2020年度　事務局長会議模様
１．日時　　　2020 年 4 月 8 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 8 対地接続）
３．出席者　　坪内会長、山内専務理事、
　　　　　　　河内信越事務局長、濱田東海事務局長、
　　　　　　　指江北陸事務局長、江見関西事務局長、
　　　　　　　上原四国事務局長、阿部九州事務局長、
　　　　　　　佐々木東北事務局長、
　　　　　　　矢島北海道事務局長、
　　　　　　　花園関東事務局長
４．議題
（1）4 月～ 6 月スケジュールについて
（2）2019 年度末会員数（速報値）
（3）その他

2020年度　第1回総務財務委員会模様
１．日時　　　2020 年 5 月 13 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 00 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 6 対地接続）
３．出席者　　藤井上新一総務財務委員長、
　　　　　　　阿部准定副委員長、
　　　　　　　今井秀昭委員、酒井章治委員、
　　　　　　　岸村智志委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）2020 年度当初予算の変更について
（2）2019 年度決算報告（総会第 2 号議案）について
（3）参与人事の承認について
（4）退職功労金の支給について
（5）従たる事務所の所在地変更について
（6）職務執行状態について
（7）（参考）2019 年度決算組織別実績
（8）その他

2020年度　第1回委員長会議模様
１．日時　　　2020 年 5 月 18 日（月）
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 00 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 3 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、
　　　　　　　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）2020 年度第 1 回理事会議題審議（第 66 回定

時総会議案　等）
（3）その他

2020年度　第1回理事会模様
１．日時　　　2020 年 5 月 20 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 14 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、
　　　　　　　品田道雄、藤田義明、早川信之、
　　　　　　　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

坪内です。お忙しい中、お集まり頂きまして、あ
りがとうございました。テレビ会議ではありますが、
画像のとおり本部側がやや三密状態です。気を付け
て進行したいと思います。

最初に嬉しいニュースを一つご報告申し上げます。
4 月 29 日に、令和 2 年度春の叙勲の発表がござい
ました。当協会本部の大輪理事長が旭日双光章を
受章いたしました。全国 499 名の受章者の一人とい
うことになるわけです。この時期ですので、いわゆ
る伝達式とか拝謁のような晴れやかな式典は、残念
ながら中止になっています。大輪理事長ご本人には、
先般表彰状と勲章をお渡ししてございます。本来な
らば協会としての祝典の催しをやりたいところです
が、この報告をもってお祝いに代えさせていただく
という事で、ご了解ください。本当におめでとうご
ざいました。

コロナの自粛に関していえば、東京もそろそろ出
口が見えてほしい頃だと切に思います。正直少し疲
れてまいりました。ただ、政府の方からは「新しい
生活様式」といった提言が出されています。今回の
コロナの話が収束しても、多分世の中は元には戻ら
ない、今までやっていたことがそのまま出来るよう
な世の中は、もう戻って来ないと示唆されているよ
うな気がいたします。
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ある中堅企業の社長さんの話しですが、今回のコ
ロナ騒ぎの中で、例えば営業マンの成績に顕著な差
が出てきたそうです。今までどちらかというと熱血
訪問で仕事を取ってくるタイプの人は、なかなか大
変なようです。逆に昨日までは目立たなかった、オ
ンラインでプレゼンしてはお客様の求めるデータ
をパッと提供するというようなタイプの営業マンが、
非常に成績を伸ばしているというお話でした。

これからはいろいろな分野で、今までとは違うや
り方が主流になるのかなという気がします。学校は
今、休校で大変な所も多く、勉強が進まないと悩ん
でいる等のニュースが報じられていますが、賢い学
生さん、生徒さんは、どんどんオンライン授業に
切り替えて勉強しているはずです。学校が始まった
時に、その成果の差が明らかになるかもしれません。
これは教わる生徒側だけでなく、教える側の先生の
対応能力や学校の姿勢も問われます。生徒にとって
も先生にとっても大きなチャレンジだと思います。

そこでいつもの例え話ですが、私たちの事業、商
売も同じ事を問われます。環境が変わった時に私た
ちがその変化を商売にどう取り込んでいくかという
ことです。会員の皆さん、理事の皆さんの会社の中
には、既に着々と対応されているところもあるので
はないかと期待しています。私たちの扱う情報通信、
IT 技術はこの変化のど真ん中です。うまく商売に
結び付けて頂ければなと思います。

最後に一つご報告を申し上げます。私は、今年の
総会の終了をもって、これまで 2 年間拝命してまい
りました協会の会長職を退く事になりました。後任
候補は、NTT の OB の小椋さん、今、電気通信共
済会の会長をしておられる方です。2 年の間、皆さ
んに支えて頂きやって参りました。出来た事、出来
なかった事、力及ばず心苦しい事もたくさんありま
すが、まずは皆さんのご協力とご支援に御礼を申し
上げたいと思います。理事・監事、会員の皆様にお
かれましては、これからも引き続き本部の活動を支
えて頂きますように、宜しくお願いしたいと思いま
す。
5．大輪理事長挨拶要旨

大輪でございます。ただいま、会長からご紹介が
ありました通り、この度、図らずも旭日双光章の受
章の栄に浴しました。身に余る光栄であり、感激の
極みでもあります。これもひとえに会長はじめ、本
日ご列席の皆様の長年にわたる心温かいご指導、ご
鞭撻の賜物と感謝申し上げます。今後は些かなりと
も、ご芳情に報えるべく微力ではございますが、変
わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げまして、
ご挨拶とさせて頂きます。

6．議事内容
　（審議事項）
　2020 年度第 1 回理事会議題について次のとおり
審議した。
（１）2020 年度予算の修正について
　　山内専務理事は、資料－１「2020 年度予算の

修正」について説明し、議長が議場に諮ったとこ
ろ異議なく議決した。

（２）第 66 回定時総会議案について
　　山内専務理事は、資料－２「2019 年度事業報

告＜総会第 1 号議案＞」～資料－７「役員の選任
（理事、監事、補欠理事候補）＜総会第 5 号議案＞」
について、その内容ついて具体的な説明を行い、
議長が議場に諮ったところ異議なく議決した。

（３）総会スケジュール等について
　　山内専務理事は、資料－８「総会スケジュール

等」について説明し、議長が議場に諮ったところ
異議なく議決した。

（４）参与の人事について
　　山内専務理事は、資料－９「参与の人事」につ

いて説明し、議長が議場に諮ったところ異議なく
議決した。

（５）従たる事務所の所在地変更について
　　山内専務理事は、資料－ 10「従たる事務所の

所在地変更」について、九州地方本部の事務局を
移転したい旨説明し、議長が議場に諮ったところ
異議なく議決した。
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				九州地方本部　事務局
旧　住　所　	福岡市南区井尻 4 － 28 － 18
従たる事務所移転先　		

　　　　　　　	福岡市博多区博多駅前2丁目17－ 26
移転の時期は 2020 年 5 月 20 日とする。

　（報告事項）
（６）職務執行状況報告
　　山内専務理事は、資料－ 11「職務執行状況報告」

を説明し、承認された。
（７）アライドテレシス協業の取組み状況
　　山内専務理事は、資料－ 12「アライドテレシ

ス協業の取組み状況」を説明し、承認された。
（８）事務局長人事（交代）について
　　山内専務理事は、資料－ 13「事務局長人事（交

代）について」を説明し、承認された。
（９）その他
　　山内専務理事は、資料－ 14 ～ 16「その他（1）

部外団体加入・役員等就任状況、（2）議事録ロー
テーションと総会担務、（3）会議日程」を説明し、
承認された。
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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
　理事長就任のご挨拶
一般社団法人情報通信設備協会　理事長 今井 秀昭

■地方本部だより
　北陸新幹線開業５周年と新型コロナウイルス
一般社団法人情報通信設備協会　北陸地方本部　事務局長 指江 雅夫

■特集
第66回定時総会模様

■業界特集
テレワーク中の社員の仕事ぶりをどう管理するか？

　安心できる労務管理が鍵
■新製品・新サービス
ダイヘンがLAN回線の高機能化に対応した接点出力機能付きSPDを販売開始
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名古屋市中区橘1-7-33 センタービル1Ｆ TEL 052-253-7868 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 
〒812-0011

 
福岡市博多区博多駅前2-17-26  

TEL 092-409-6221 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 〒064-0805
 

札幌市中央区南5条西22-2-12 北第百通信電気㈱内 TEL 011-530-1800 hokkaido@itca.or.jp

コロナ危機によりテレワークを実施さ
れた企業が多いと思いますが、テレ
ワークでの服装やテレビ会議で印象を
良くする洋服・小物が注目されていま
す。ZOZOTOWNが「おうちファッショ
ン」の楽しみ方を「洋服」と「映像」とい
う組み合わせで提供を開始しました。
ZOZOTOWNホームページの特設
ページでは、映像合成等で利用される
グリーンバックの特徴とオンラインンコ
ミュニケーションツールのバーチャル背
景機能を用いて、グリーン色の上着に
バーチャル背景機能からお好みの動
画または画像を選択することで、着用
中の上着にさまざまなデザインを映して
楽しむことができる機能を公開してい
ます。ご興味のある方は、テレワークで
体感してみてください。

（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
　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
　佐々木勝夫
　矢島　三広
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東京メトロ 有楽町線　新富町駅徒歩５分
東京メトロ 日比谷線　八丁堀駅徒歩５分
JR京葉線　八丁堀駅徒歩５分

オオエスビル4F　エフビットコミュニケーションズ㈱　福岡支店内
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