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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。

ITCA 憲章
情報通信設備協会及び会員は、情報化社会が進展する中で、ICT を通じて中堅・ 中小企業の自由闊達な展開と
繁栄に寄与し、中小企業憲章の理念を尊重しつつ、日本経済の発展、文化の形成に貢献します。
1. 会員は、企業の個性と独創性を実現する ICT とソリューションのサービス提供を図り、企業の発展に寄与
します。
2. 会員は、時代とニーズをリードする技術とサービスの革新を図るため、能力研鑽によって進化し、エンド
ユーザーの期待に応えます。
3. 協会は、各種教育研修、新サービス・ 新技術に関する調査研究などの取組みを推進し、会員の技術力・サー
ビス力の向上を支援します。
4. 協会は全国 10 か所の地方本部と共に、情報技術とサービスの革新に向けて、電気通信事業者、ソフト・ハー
ドメーカー、及び関連業界団体、商工会議所等の経済団体との連携を深め、中小企業に対する国等の育成支
援策も踏まえて、活力ある企業の繁栄に寄与します。
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FRONT VOICE
会長就任のご挨拶

一般社団法人 情報通信設備協会
会長

小椋 敏勝

第 66 回定時総会におきまして、坪内会長の後

また、時を同じくして５G の急速な普及も社会

任として会長に就任いたしました小椋でございま

に未曾有の変革をもたらしつつあります。５G は

す。
皆様へのご挨拶の前に、5 年余にわたって当協
会の専務理事を務められ、7 月 18 日に急逝された
山内明様のご冥福をお祈りさせていただきます。
山内専務理事の全面的バックアップのもと、微
力ながら会長としての職務を果たそうとしていた

「固定と携帯」という従来の区分を飛び越えて、あ
らゆる産業に、また日常生活の全ての場面に変化
をもたらす起爆剤となります。
このように、テレワークや５G を含め、情報通
信の世界は、これからの数年で今までとは全く異
なる新たなものになっていくのが見えています。

矢先のことであり、失ったものは計り知れないも

そういう時だからこそ、当協会の会員企業の皆

のがありますが、会員の皆様のお力をお借りしま

様の役割は今まで以上に大切になっていきます。

してこの難局を乗り越える所存でございますので、

新たな枠組みでの社会活動が安心して営めること

何卒よろしくお願い申し上げます。

の前提としてあるのが、皆様の日々の事業活動で

さて、新型コロナウイルスが世界中を席捲して
います。1 年前には誰も予想だにしなかった事態

す。
当協会として、従来から皆様の一助となるべく、

の発生で私たちの生活形態は劇的に変化しまし

技術研修施策や各種セミナー等を実施してきまし

た。新薬やワクチンの開発で治療法が確立しても、

た。

我々の生活が元に戻るとは思えません。
それの代表例が、テレワークでしょう。今まで
何度もテレワークの実証実験が繰り返されてき

また、幅広い方々とのアライアンス・協業の機
会の創出を通じて、会員の皆様の事業活動の一助
となるべく各種の活動に取り組んできました。

ましたが、定着するまでには至っていませんでし

極めて厳しい財政状況下ではありますが、これ

た。それはテレワークをしなければならない切羽

からも、
「会員企業の皆様が当協会に求められてい

詰まった状況に至っていなかったことが大きな要

ることは何か、また、それを実現するために我々

因だと思われます。しかし、今回の「コロナ騒動」

は何をすれば良いか」ということを常に念頭に置

の中で必要性に迫られてテレワークを実施した結

きながら諸活動の充実・強化を図っていきます。

果、一気に普及しました。

勿論、実施にあたっては地方本部の皆様の協力を

テレワークだけでなく、今後、日常生活のあら
ゆる局面で多くの変化が生じることは必定ですが、
その変化にあたって情報通信の果たす役割は極め
て大きなものがあります。

いただかないと、すべての施策は「絵に描いた餅」
になってしまうことは十二分に承知しています。
会員の皆様のご支援・ご鞭撻を重ねてお願いし
まして就任のご挨拶とさせていただきます。
1
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地方本部だより

群馬県庁 動画スタジオ「tsulunos」見学
及び、前橋市長訪問
一般社団法人情報通信設備協会 関東地方本部
群馬県支部長 木村 清高（株式会社群電 代表取締役社長）
日頃は情報通信設備協会活動にご協力いただきまして厚く御礼申し上げます。
会員の皆様方に於かれましては、日頃の業務遂行にご苦労されていることと推測いたします。
新型コロナウイルス感染症が日本全国に感染拡大し、群馬県でも社会的・ 経済的な影響は少なくありません。現在
は、緊急事態宣言は解除されましたが、今後、第２波、第３波の発生が懸念されるところです。皆様方も感染予防に
努められ、健全に日常業務が進むことを祈念いたしております。
さて、今年度の群馬県支部総会は、本来であれば
4 月から 5 月にかけての実施予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響を受けた為、やむを得

ました。懇談の中で、今年度、協会事務局を退任さ
れる花園様からご挨拶をいただきました。
支部総会の前に群馬県庁で山本一太知事表敬訪問

ず 6 月に開催を延期しました。関東地方本部からは、

の予定を組んでいましたが、残念ながら山本知事に

この度、本部長に就任されました長谷川浩正様と事

急用が発生したことを受け、当初計画していなかっ

務局長の花園和幸様にご出席いただきました。

た県庁 32 階に山本知事の肝いりで 4 月に完成したば

群馬県支部からは会員 11 社 15 名が参加し、各議

かりの動画スタジオ「tsulunos（ツルノス）
」を見学

案に対して審議を行い、すべての議案に承認してい

させてもらいました。
「tsulunos」は、
「鶴」の「巣」

ただきました。また、総会終了後は場所を移して懇

から来ており、
「鶴」が舞っているような群馬県の形

親会に入り、まず、本部長の長谷川様より会員への

と、様々なアイデアや情報を温め孵化させる「巣」

紹介を兼ねてご挨拶をいただき、会員との名刺交換

をイメージしており、現在ではコロナ関係の情報を

の後、長谷川様による乾杯の音頭で同会が開始され

中心に発信しています。その動画スタジオをバック

「地方都市型ローカル５Ｇ前橋プロジェクト」のイメージ

2

ITCAvol59本文.indd 2

2020/09/08 10:14

に記念写真を撮影し、山本知事宛に記念の色紙をお

かで、機関誌 ITCA 2020 年 5 月号を進呈し、
「業界

願いし退庁しました。

特集」コーナーで前橋市の「地方都市型ローカル 5G

県庁訪問後、支部会員と今回、理事長に就任され

前橋プロジェクト」を掲載させていただいたことを

ました今井秀昭様に同席をお願いし、県庁からほど

ご紹介させて頂いたことで、大変話が盛り上がり山

近い前橋市庁舎へ徒歩で向かい、山本龍市長へご挨

本市長からも賞賛されることで、情報通信設備協会

拶に伺いました。その中で前橋市が積極的に取り組

の認知度アップに努めて来ました。皆様も再度、機

んでいるスマートシティ構想へ向けたお話を伺うな

関誌 ITCA 2020 年 5 月号「業界特集」をご覧ください。

群馬県庁 32 階動画スタジオ見学

群馬県庁正面にて

山本龍前橋市長との懇談（於前橋市役所）

支部総会

支部総会懇親会

情報通信設備協会あて
山本知事からのメッセージ

3
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業界ニュース 6月
ＩＤＣＪａｐａｎが国内クライアント仮想化関連市場規模予測を発表
IDC Japan ㈱は、2019 年の調査実績をもとに 2020 年～ 2024 年の国内クライアント仮想化関連市場規模につい
て予測を行い、その結果を発表した。今回の予測では、新型コロナの感染拡大によって、経済、社会、ICT 市場
全体が影響を受けると考え、
「基本シナリオ」、
「楽観シナリオ」、
「悲観シナリオ」の 3 つの予測シナリオを作成した。
国内クライアント仮想化市場には、シンクライアント市場、クライアント仮想化ソフトウェア市場、クライアン
ト仮想化ソリューション市場の 3 つの市場が含まれる。このうち、クライアント仮想化ソリューション市場は、
「基
本シナリオ」では、2020 年はマイナス成長（－ 4.7%）となり 2021 年から回復基調へ転じ、その後はリモートワー
ク／在宅勤務の拡大および定着化によって堅調に推移するとみている。
「楽観シナリオ」では、2020 年前半では
クライアント仮想化への投資は落ち込むが、2020 年後半には回復し、2020 年全体ではプラス成長（2.3%）を維
持し、その後はリモートワーク／在宅勤務の大幅な利用者数／企業数の増加が見込まれる。「悲観シナリオ」では、
2022 年まではマイナス成長が続き、プラス成長になるのは 2023 年までずれ込むとみている。2023 年以降も、経
済が停滞し、社会そのものの在り方が大きく変容していると考えている。
（URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ46398620）

イトーキがソーシャルディスタンスを保ちながら、ＰＣやタブレットの映像をディスプレイに投影する
「アイポート」を新発売
㈱イトーキは、無線映像転送システム「アイポート」を 2020 年 6 月下旬より販売開始した。従来の有線接続で
は、PC などの画面をディスプレイに投影する際に、ディスプレイ近くでないとケーブルが届かないといった課題が
あったが、離れた場所からでもケーブルレスでボタンを押すだけで画面を投影
することができる「アイポート」を開発した。ソーシャルディスタンスを保た
なければならない対面の会議でも、安全に円滑な進行をサポートする。特長
は、
①インストール不要で接続可能 ②ボタンを押すだけで画面共有 価格（税
抜）:284,300 円（親機 1 台・子機 2 台セット） 73,100 円（子機 1 台） お問い
合わせ先：㈱イトーキ お客様相談センター TEL:0120-164177
iPort（アイポート）
（URL: https://www.itoki.jp/press/2020/2006_iport.html）

リコージャパンが業種業務ソリューション「ＲＩＣＯＨ Ｄｉ
ｇ
ｉ
ｔａ
ｌＰｒｏｃｅｓｓ
ｉ
ｎｇ Ｓｅｒｖ
ｉ
ｃｅ」を提供開始
リコージャパン㈱は、中堅中小企業向けにニューノーマル（新常態）環境下での業務効率化や生産性向上を実
現するソリューション商品群として、
新たに「RICOH Digital Processing Service」を提供開始した。本サービスは、
業種業務ごとの固有の業務フローをデジタル化し、エッジデバイス、自動化サービスなどを組み合わせて、ニュー
ノマル（新常態）に対応した新しい働き方を支援するソリューション商品群である。オフィスやホーム、現場と
いった「はたらく場所」を問わず、自動化・省力化により、仕事場に「密」環境作らず業務の生産性向上を支援
する。今回は建設設備業向けの「RICHO Digital Processing Service 建設業 図面変換・社内外データ活用パック」
や建設土木業向けの「同 工事現場・遠隔臨場パック」
、不動産業向けの「同 不動産オンライン営業パック」、福
祉介護業界向けの「同 福祉介護オンライン面会パック」など、あわせて 10 パックを 2020 年 6 月 5 日より順次販
売開始した。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/2020/0605_1/）

キヤノンマーケティングジャパンが小型・軽量のＡ４対応モバイルプリンター「ＢＰ－Ｆ４００」を発売
キヤノンマーケティングジャパン㈱は、キヤノン電子㈱製の新製品として、A4 サイズ対応のモバイルプリンター
「BP-F400」を 2020 年 11 月中旬より発売する。新製品は耐久性と携帯性に優れ、スマー
トフォンやタブレットからストレスなく印刷が可能なため、モバイルワークの生産性向
上を支援する。特長は、①小型・軽量デザインで持ち運びにも便利。②モバイルワーク
を考慮した充実の基本性能。③豊富なインターフェースに対応し手軽にプリントできる。
価格：オープン価格 お問い合わせ先：キヤノンマーケティングジャパン㈱ モバイル
ソリューション企画部 スマートデバイスソリューション企画課 TEL:03-6719-9891
モバイルプリンター「BP-F400」
（URL: https://canon.jp/newsrelease/2020-06/pr-bp-f400.html）
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大日本印刷が企業内の回覧・審査業務をリモートワークで支援
大日本印刷㈱は、複数部門の多くの担当者が関わる各種ツールの制作業務を、オンラインで統合的かつ効率的
に運用管理する SaaS 型サービス「DNP 販促ツール制作支援システム PROMAX Ⓡ NEO」の「デジタルワーク
フロー」と「アーカイブ機能」を強化し、さらに「セキュリティオプション」を加えた新サービスとして 2020 年
6 月 19 日より提供開始した。
「セキュリティオプション」の概要と価格（税抜）は、①テレワークセキュリティ
スピード診断：簡単なチェックシートに回答するだけで、テレワーク導入による情報漏えいリスクを可視化する。
（30 万円） ②セキュリティ規程の策定支援：テレワークに関する社内規定の整備が遅れている企業を対象に、当
規程のひな型を提供する。要望に応じて、企業ごとにカスタマイズする。（50 万円～） ③端末認証サービス：電
子証明書を活用して、
許可されていない端末からのアクセスを防止する。SaaS 型サービスのため、短期間での導入・
利用が可能である。
（端末 500 台の場合の年間利用料 約 170 万円） ④セキュアブラウザ：接続先を限定し、かつ
端末内にデータを一切残さない、セキュリティ性を高めた Web ブラウザが利用できる。端末の紛失や盗難等に
よる情報漏えいのリスクを低減する。
（予定価格：月額 330 円／台） お問い合わせ先：https://www.dnp.co.jp/
CGI/contact/form.cgi?mode=privacy
（URL: https://www.dnp.co.jp/news/detail/10158344_1587.html）

ＮＥＣソリューションイノベータが「ＮＥＣサイバー攻撃疑似偵察サービス」を提供開始
NEC ソリューションイノベータ㈱は、サイバー攻撃者が行う偵察活動を疑似的に行い、セキュリティリスクを
レポートする「NEC サイバー攻撃疑似偵察サービス」を 2020 年 6 月 22 日より提供開始した。本サービスは、サ
イバー攻撃者が攻撃手法を検討するための前段階に行う偵察活動を NEC ソリューションイノベータが疑似的に
実施し、インターネット上の公開情報の中に攻撃の手がかりとなる情報が含まれていないかを調査する。このう
えで、セキュリティリスクと対応策を取りまとめた報告書を提供し、企業等のサイバー攻撃対策に向けた取組み
を支援する。提供価格例（税別）
：ドメイン数 2 件、サブドメイン数 20 件、IP アドレス数 20 件の場合 110 万
円～ お問い合わせ先：NEC ソリューションイノベータ㈱ セキュリティサービスお問合せ窓口 E-mail:cyberrecon@nes.jp.nec.com
（URL: https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/press/20200622/index.html）

ＮＴＴドコモが音声やタッチ操作に対応したインタラクティブなＡＩ受付「おくだけレセプション」を提供開始
㈱ NTT ドコモは、対話型 AI サービス「ドコモ AI エージェント API」を活用し、タッチ操作だけでなく音声でイ
ンタラクティブかつ直感的に操作できる AI 受付サービス「おくだけレセプション TM」を 2020 年 6 月 23 日より提供
開始した。本サービスは、音声で簡単に担当者を呼び出す機能と、シンプルかつ使いやすいタッチ操作で部署や担当
者を検索できる機能を搭載しており、オフィスの受付業務および取次業務の効率化や人件費の削減を実現する。また、
ドコモ独自の AI 技術を活用した「ドコモ AI エージェント API」の音声認識機能と自然対話機能により、訪問者の抽
象的な要求にも対応することが可能で、ディスプレイ上に映し出された案内用キャラクターと自然な会話ができるた
め、従来の有人受付の温かみを出すことができる。ディスプレイ上の受付
キャラクターや背景はカスタマイズすることが可能となっており、各企業
の特徴を活かした受付空間の演出や、企業イメージの向上・プランディン
グを実現する。利用料金（税別） 初期費用：機材費＋セットアップ作業費
23 万円 月額利用料：サービス利用料 1 万円（別途通信料が発生する）
お問い合わせ先：全国のドコモ法人営業担当 ドコモのホームページ法人
のお客さま URL: https://www.nttdocomo.co.jp/biz/support/inquiry/
（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/06/23_00.html） 「ドコモ AI エージェント API」利用イメージ

シャープがオフィスのネットワークセキュリティを統合的に管理するＵＴＭを２機種発売
シャープ㈱は、オフィスのネットワークセキュリティを統合的に管理する UTM（Uniﬁed Threat Management・統
合脅威管理）2 機種を 2020 年 7 月 9 日に発売した。本機は、
「ファイアウォール」
「IPS（侵入防御システム）
」
「アン
チウイルス」
「アンチスパム」
「URL フィルタリング」
「アプリケーション制御」
「アンチボット」の 7 種類のセキュリ
ティ対策機能を搭載。一台でさまざまなネットワーク上の脅威に対応できるので、複数のセキュリティ対策サービス
やハードウェアを個別に導入する手間やコストを削減し、日々の運用・管
理の一元化を実現する。価格：オープン価格 お問い合わせ先：シャープ
マーケティングジャパン㈱ ビジネスソリューション社 新規事業統括部
COCORO OFFICE 推進部 e-mail: cocoro_oﬃce_info@sharp.co.jp
（URL: https://corporate.jp.sharp/news/200630-a.html）
UIM（統合脅威管理）<BP-X1CP シリーズ >
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業界ニュース 7月
総務省がテレワーク・サポートネットワーク事業を開始
総務省は、新型コロナウイルス感染症への対応や新たな生活様式の定着に向けて、業務継続性の確保、多様な人材の
活用、生産性向上等に資するテレワークの全国的な早期の導入促進が重要として、地域の中小企業を支える団体と協力
し、全国各地域における中小企業や地方公共団体等のテレワーク導入を支援する、テレワーク・サポートネットワーク
事業を 2020 年 7 月に開始した。テレワーク・サポートネットワークの実施内容は、①テレワーク導入に向けた相談会・
セミナーの開催 ②テレワークに関する相談・問い合わせ対応。テレワーク・サポートネットワーク事業 Web サイト：
https://teleworksupport.go.jp/ お問い合わせ先：テレワーク・サポートネットワーク事務局 TEL:03-5422-1517 E-mail:
jimukyoku@teleworksupport.go.jp
（URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000279.html）

厚生労働省が令和２年度「『見える』安全活動コンクール」を実施します
厚生労働省では、2020 年 8 月 3 日から、労働災害防止に向けた事業場・企業の取組み事例を募集・公開し、国民か
らの投票等により優良事例を選ぶ令和 2 年度「
『見える』安全活動コンクール」を実施する。このコンクールは、安全
活動に熱心に取り組んでいる事業場等が国民や取引先に注目される運動「あんぜんプロジェクト」の一環として実施す
るもので、平成 23 年度より実施しており、今年度で 10 回目を迎える。応募期間は、8 月 3 日から 9 月 30 日までとし
ており、応募事例は「あんぜんプロジェクト」のホームページに掲載し、11 月 2 日～ 12 月 31 日の間に実施する投票
の結果等に基づいて、優良事例を決定し、2021 年 2 月下旬に発表する予定。取組事例の応募方法：
「あんぜんプロジェ
クト」ホームページ上の「
『見える』安全活動コンクール」特設ページから、申請書をダウンロードする。申請書に取
組みの様子を記入し、画像等のデータも併せて電子メールに添付して応募する。腰痛、熱中症、メンタルヘルス対策等
の労働衛生分野も対象。お問い合わせ先：労働基準局安全衛生部安全課 TEL:03-3595-3225
（URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12637.html）

ＮＥＣが生体認証・映像分析技術とサーマルカメラを組み合わせた感染症対策ソリューションを販売開始
NEC は、生体認証・映像分析技術とサーマルカメラを組み合わせた、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染
症対策ソリューションを 2020 年 8 月末より販売開始した。NEC は、生体認証「Bio-IDiom」の中核技術であり世界 No.1
の認証制度を有する顔認証技術、施設の混雑度を見える化する映像分析技術、体表温度を非接触で測定するサーマルカ
メラを組み合わせて、人が密集する場所での水際対策と感染リスク低減に貢献するソリューションを提供する。特長は、
①水際対策に適した非接触の体表温度測定、顔認証入場管理 ②施設内での感染リスク低減を支援する、人数カウント、
混雑度モニタリング、マスク未着用者検知機能 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:dpfpr@dpf.jp.nec.com
（URL: https://jpn.nec.com/press/202007/20200702_01.html）

富士ソフトが家のＷｉ－Ｆ
ｉにもなるモバイルルーター「＋ＦＦＳ０４０Ｗ」の販売開始
富士ソフト㈱は、1 台でモバイルルー
ターとホームルーターの両方の使い方
ができるルーター「+F FS040W」を
2020 年 7 月 7 日より販売開始した。本
ルーターは、専用ホームキット（別売）
に接続することで、高性能なホームルー
ターとして利用できる。最大 32 台の
様々な通信機器を同時に接続可能であ
ルーター「+F FS040W」
り、Wi-Fi の通信速度も大幅に向上、さ
らに電波が届く範囲が広くなるため、自宅では専用ホームキットに接続するだけで、家の中のどこでも快適にインター
ネットを利用することが可能となる。モバイルルーターとして利用する場合でも、4G 下り最大速度 300Mbps、最大 20
時間の連続通信が可能なため、充電を気にせず 1 日中安心して利用できる。さらに、モバイルバッテリーとしても活用
できるので、スマートフォンなどモバイル機器の急なバッテリー切れにも安心である。価格：オープン価格 お問い合
わせ先：富士ソフト㈱ プロダクト事業本部 M2M 事業部 第 1 営業グループ TEL:050-3000-2743
（URL: https://www.fsi.co.jp/company/news/20200707.html）
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シャープがロボホンを活用した小学校向け「ＡＩ教育パック」を発売
シャープ㈱は、コミュニケーションロボット「RoBoHoN（ロボホン）
」を活用した小学校向け「AI 教育パック」を、
教育機関や自治体などの法人を対象に 2020 年 7 月 3 日より販売開始した。本パックは、ロボホンの動作や対話プログ
ラムをブロックの組み合わせにより簡単に作成できるソフトウェア「ロブリック」や「A3RT（アート）
」を活用した
チャットボットアプリなどの AI 教育ツール、授業カリキュラムがセットになっている。本パックの「ロブリック」に
は、ディープラーニング解析により画像認識を可能にする「TensorFlow Lite」を搭載。人物や果物などをロボホンの
カメラで撮影するだけで、AI 学習によりロボホンに覚えさせることが可能である。学習した対象物をロボホンのカメ
ラで認識すると、あらかじめプログラムした特定の動作や返答を行う。
「A3RT」は、ロボホンへの質問に対し、クラ
ウド上の AI が自動で返答を生成。ロボホンを介して AI との対話を体験できる。また、全 8 コマからなる授業カリキュ
ラムは、ロボホンや AI 教育ツールを活用しながら、AI についての理解を深めるとともに、児童自らが AI の特長や利
点、課題などを考える機会を提供する。価格：オープン価格 お問い合わせ先：シャープ㈱ お客様ご相談窓口 bizrobohon@sharp.co.jp
（URL: https://corporate.jp.sharp/news/200703-b.html）

ＳＣＳＫが１００個以上のＥｘｃｅ
ｌテンプレートを無償提供開始
SCSK ㈱は、Excel 知識で業務アプリを開発できるツール「CELF（セルフ）
」に読み込ませることで、誰でも簡単に
システム化することができる Excel のテンプレートを 2020 年 7 月から無償提供を開始した。人事・経理など、共通的
な業務に対応しており、さらなる業務効率化に加え、データ利活用も実現できる。本ツール「CELF」を使うことで、
自動的に Excel 業務をシステム化することができる。テンプレートを自社用にカスタマイズして「CELF」でデータを
取り込むと、カスタマイズした内容でシステムとして自動作成することができる。また、作成されたシステムは関数が
利用できる、ドラックでコピーができる、入力文字を赤字や太字にできるなど、Excel のような操作性で利用すること
ができる。価格（税別）
：提供するテンプレートはすべて無料 クラウド版「CELF」本体価格（10 ライセンス） 月間
利用料 15,000 円～ 年間利用料 175,000 円 お問い合わせ先：SCSK ㈱ 流通システム第四事業本部 データサービス
部 CELF・Curl プロダクト課 TEL:03-5166-1715
（URL: https://www.scsk.jp/news/2020/press/product/20200707.html）

ブラザー販売がラベルライターＰ -ＴＯＵＣＨ ＣＵＢＥ「ＰＴ-Ｐ９１０ＢＴ」を新発売
ブラザー販売㈱は、専用のスマホアプリでラベルが作成できるラベルライ
ター「P-TOUCH CUBE（ピータッチキューブ）
」の新製品として、36㎜テープ
幅に対応し、さまざまなビジネスに利用できる機能を強化した「PT-P910BT」
を 2020 年 7 月下旬から発売した。製品特長は、① 36㎜の幅広ラベルに対応
② 360dpi の高画質 ③ハーフカット機能搭載 PT-P910BT 専用のスマホアプ
リ「P-touch Design&Print2」の特長は、①テキストスキャン機能 ②翻訳機能
③テンプレート共有機能 価格：オープン価格 お問い合わせ先：ブラザー
コールセンター TEL:0120-590-383
（URL: https://www.brother.co.jp/news/2020/ptp910bt/index.aspx）

ラベルライター PT-P910BT

バッファローがテレワーク環境構築に最適なＵＴＭ機能搭載したオフィス向けＶＰＮルーターを発売
㈱バッファローは、テレワーク環境構築に最適な UTM 機能搭載法人向け VPN ルーター「VR-M2000」を 2020 年 8
月下旬より順次販売開始した。本商品は、
拠点間および社員宅など外部のネットワークから
「VPN
（仮想専用線ネットワー
ク）
」を使ったセキュアなネットワーク接続を可能にする、オフィス向け基幹ルーターである。256bit 暗号鍵を使用で
きる安全性の高い通信プロトコル「IPsec」に対応しており、社内サーバーなど既存のネットワーク資産を高度なセキュ
リティレベル外部との共有が可能。拠点間通信に必要な「IPsec」のほか、テレワークなど自宅から社内ネットワーク
への通信に必要な「L2TP over IPsec」にも対応。
「IPsec」
「L2TP over IPsec」合わせて最大 128 クライアントが同時接
続可能。さらにハードウケアによる暗号・認証処理により双方向通信でテレ
ワーク勤務の社員へ安定した VPN 通信を可能にするなど、本商品は中小企業
のテレワーク導入に向けたネットワーク構築に求められるセキュリティーと
性能を兼ね備えた基幹ルーターである。別途「UTM ライセンスパック」の購
入が必要。価格（税抜）
：81,000 円 UTM ライセンスパック 1 年 50,000 円 5
年 200,000 円 1 年延長 50,000 円 お問い合わせ先：㈱バッファロー お客様
サポート URL：https://www.buﬀalo.jp/support/faq/
VPN ルーター VR-M2000
（URL: https://www.buﬀalo.jp/press/detail/20200729-01.html）
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特集

海のプラスチックごみを減らし、きれいな海と生き物を守る！
～２０２０年７月１日よりレジ袋有料化がスタートしました～
プラスチックは、非常に便利な素材です。成形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、製品の軽量化や食品
ロスの削減など、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一方で、廃棄物・資源制約、海洋プラスチッ
クごみ問題、地球温暖化などの課題もあります。私たちは、プラスチックの過剰な使用を抑制し、賢く利用して
いく必要があります。このような状況を踏まえ、2020 年 7 月 1 日より、全国でプラスチック製買物袋の有料化
が始まりました。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に必要かを考え
ていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的としています。皆さんも身近なとこ
ろから地球にやさしい社会を考えてみましょう。
ペットボトルなどの容器包装から家庭用品やオモ

が食べられなくなって死んでしまったと考えられま

チャまで、日常生活のあらゆる場所で利用されてい

す。クジラだけでなく、ウミガメやイルカ、海鳥な

るプラスチック。便利な一方で、ポイ捨てなど不適

ど他の海の生き物でも、海に漂流しているビニール

切に処分されたプラスチックごみが大量に海に流れ

袋などのプラスチックを食べたり、プラスチック製

出て、海の環境を汚し、海の生き物にも悪影響を及

の袋や網が体にからんだりして、死んでしまったり

ぼしています。このままだと、2050 年には海のプラ

傷ついてしまったりする例が数多く報告されていま

スチックごみは魚の量を上回ると予測されています。

す。また、
プラスチックごみが小さな破片になった
「マ

海のプラスチックごみを減らすために、私たち一人

イクロプラスチック」を、魚や貝などがエサと間違

ひとりのプラスチックとの賢い付き合い方が問われ

えて食べてしまう例も確認されています。

ています。

なぜ、海の生き物がプラスチックを食べてしまう
のでしょうか。それは、私たちが使ったプラスチッ

１．なぜ、海のプラスチックごみが問題なの？

クのごみが、大量に海に流れ出てしまっているから

大量のプラスチックごみが海で暮らす生き物を

です。海に流れ込むプラスチックごみは年間 500 万

脅かしています

～ 1,300 万トンとも言われています（ある研究者の推
計）
。プラスチックは自然分解されないため、ずっと

2019 年 3 月、フィリピンの海岸に打ち上げられた

海に残ります。世界経済フォーラムの報告書で報告

クジラの胃から 40kg ものビニール袋が出てきたと

された推計によると、今後も海に流れ込むプラスチッ

いうニュースがありました。日本でも、2018 年の夏、

クごみが増えれば、2050 年には海のプラスチックご

神奈川県鎌倉市の浜辺に打ち上げられたクジラの赤

みは魚の量を上回ると予測されています。

ちゃんの胃の中からプラスチックごみが出てきまし
た。このように死んだクジラの胃からビニール袋な

２．海のプラスチックごみはどこから来るの？

どのプラスチックごみが発見される例が世界各地で

海のプラスチックのほとんどは陸から出たもの

いくつも報告されています。クジラは海に漂流する
ビニール袋をエサと間違えて食べてしまいます。し

プラスチックは、軽くて丈夫で持ち運びしやすい、

かし、ビニール袋は消化されないため、クジラの胃

様々な製品に加工しやすいなど、多くのメリットが

の中がビニール袋でいっぱいになり、魚などのエサ

あり、世界中で様々な製品に使われています。しかし、
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その中には、レジ袋やペットボトル、使い捨ての食

トンです。それを種類別にみると、プラスチックご

器、商品のパッケージなど、使い捨てにされるプラ

みが最も多くなっています。外国から流れ着いたプ

スチックもたくさんあります。そうしたプラスチッ

ラスチックごみもありますが、多くは日本国内から

クごみがポイ捨てされたり、屋外に放置されたりす

出たプラスチックごみです。つまり、私たち自身が

ると、雨や風によって河川に入り、海に流れ出てし

捨てたプラスチックごみが、日本の海岸を汚したり、

まいます。海のプラスチックのほとんどは陸からの

海の生き物に悪影響を与えたりしている原因になっ

プラスチックごみです。海に流れ出たプラスチック

ているのです。

のごみは、潮の流れや風の力によって遠くまで運ば
れたり、水面や水中を浮遊して遠くまで運ばれたり、

３．私たちにできることは？

海底に沈んだりしています。

プラスチックの３Ｒを考えながら、プラスチッ
クと賢く付き合おう
「捨てればごみ、分ければ資源」と言われますが、
プラスチックも、きちんと分別すれば資源としてリ
サイクルすることができます。日本では、プラスチッ
クごみを分別回収し、プラスチックをリサイクルす
る社会の仕組みもできています。しかし、日本の廃
プラスチックのリサイクル率は 27.8％で、リサイク
ルがあまり進んでいません。回収された容器包装プ
ラスチックの半分以上は燃やして発電や熱利用に使
われ、14％は未利用のまま、焼却や埋め立てること
で処分されているのが実情です。もっとプラスチッ
クの 3R（リデュース・リユース・リサイクル）を進め、
プラスチックを有効に、賢く利用することで、海の
プラスチックごみも減らすことができるはずです。

私たちは、毎日のようにプラスチックを使い、プ
四方を海に囲まれた日本の海岸には、海に流れ出

ラスチックごみを出しています。例えば、お店でも

たごみがたくさん漂着しています。自治体などが清

らうレジ袋、プラスチック製のスプーンやストロー、

掃活動を行って漂着ごみを回収していますが、清掃

商品のパッケージ…。日本は、一人当たりのプラス

できない場所に漂着し、回収できない漂着ごみもた

チック容器包装の廃棄量が世界で 2 番目に多い国で

くさんあります。環境省の調査によれば、平成 28

す。プラスチックの 3R を進めるためには、私たち一

（2016）年度に全国で回収した漂着ごみはおよそ 3 万

人ひとりが毎日の暮らしの中でプラスチックごみを
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減らす取組をしていくことが重要です。次のような

キャンペーンを実施しています。

行動を参考に、皆さんも生活の中で実践していきま

「プラスチック・スマート」キャンペーンでは、ウェ

せんか。

ブサイトや SNS を通じ、プラスチックと賢く付き合
うための皆さんの取組やアイディアを国内外に発信

■プラスチックごみを減らすための行動

します。個人、企業、団体、行政あらゆる立場の皆

・マイバッグを持参し、レジ袋はもらわない

さんが参加できます。皆さんも
「プラスチック・スマー

・マイボトルを持ち歩き、プラスチックのカップを減

ト」キャンペーンにご参加ください。

らす
・マイ箸を持ち歩き、プラスチックのスプーンや

「プラスチック・スマート」キャンペーンのロゴマーク

フォークを減らす
・プラスチック製のストローの使用を控える
・スーパーなどで食品を小分けにするポリ袋の使用を
減らす
・詰め替え用ボトルなど繰り返し使えるものを選ぶ
・食品の保存はふた付き容器を使い、ラップの使用を
減らす
・買い物のときには簡易包装を頼む

■個人（消費者）の皆さんへ
プラスチックごみを減らし、プラスチックと賢く

・海・川・山のレジャーではごみを持ち帰る

付き合うためのあなたの取組やアイディアに、
「# プ

・屋外で出たごみは家に持ち帰って処分する

ラスチックスマート」とタグをつけて、Instagram、

・河川敷や海岸の清掃活動に参加する

Twitter 、facebook に投稿してください。

・ごみは所定の場所・時間に、分別して出す
・ごみのポイ捨て、不法投棄はしない

「ごみ拾いイベントに参加した」
「マイボトルを持
参して、ワンウェイの容器を控えた」など個人でで
きる取組をほかの人にもシェアしましょう。

４．
「プラスチック・スマート」キャンペーン
プラスチックと賢く付き合うための取組を発信

＜投稿の方法＞

し、シェアしよう
海のプラスチックごみは日本だけでなく、世界全
体で大きな問題となっています。国連の「持続可能
な開発目標（SDGs）
」でも、
「2025 年までに、海洋ご
みや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、
あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する」
ことが、目標の一つとして掲げられています。こう
した中で、日本国内でも、企業がプラスチックのス
トローをやめたり、プラスチックに替わるものを開
発したり、行政やボランティア団体などが海岸の清
掃活動やプラスチックごみ削減運動をしたり、それ
ぞれの立場で様々な取組を始めています。環境省で
は、そうした様々な取組を応援し、さらに広げてい
くために、
「Plastics Smart（プラスチック・スマート）
」
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５．
「レジ袋有料化」2020 年７月１日スタート
環境問題解決の第一歩！レジ袋削減にご協力下
さい
2020 年 7 月 1 日より、全国プラスチック製買物袋、
いわゆるレジ袋の有料化が始まりました。
皆さんも、レジ袋有料化をきっかけに自身のライ
フスタイルを見つめ直し、エコバックを持ち歩く等、
できるところからプラスチックを賢く使う工夫をし
てみましょう。
［ レジ袋有料化に関する問合せ先 ］
消費者向け TEL:0570-080180
事業者向け TEL:0570-000930

また、
それぞれの SNS で「# プラスチックスマート」
で検索して、ほかの人の取組も見てみましょう。

（出典：政府広報オンライン https://www.gov-online.
go.jp/useful/article/201905/1.html
経 済 産 業 省 https://www.meti.go.jp/policy/recycle/
plasticbag/plasticbag_top.html）
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業界特集

東は農業・中小企業、西は工場・コンビナート
ＮＴＴ東西のローカル５Ｇ
地域の課題解決 ･ 活性化の役割を担うローカル５Ｇ｡ 地域通信事業会社のＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本は、ロー
カル５Ｇで農業 ･ 工場のスマート化や中小企業のイノベーション創出を実現しようと動き出している。
文◎村上 麻里子（テレコミュニケーション）
ローカル 5G の重要な狙いの 1 つが地方創生｡ NTT
グループの地域事業会社であり、ICT による地域課

ス開発本部第三部門 IoT サービス推進担当 担当課長
の野間仁司氏は語る。

題の解決を目指す NTT 東日本／西日本もローカル

既存の無線通信とローカル 5G を比較し、どちらが

5G に注力する考えだが、具体的にどう活用していこ

より適しているか見定めたいといった具体的な検証

うとしているのか。

テーマを持っている企業は、
NTT 中央研修センタ（東

NTT 東日本は今年 4 月、子会社の NTT アグリテ

京都調布市）と東京大学 ･ 中尾研究室（東京都文京

クノロジー、東京都農林水産振興財団との間で、ロー

区本郷）に設立された ｢ローカル 5G オープンラボ｣

カル 5G を活用した最先端農業の実装に向けた連携協

を使って検証を行い始めているという。

定を締結した。ローカル 5G やスマートグラス、自律
走行 ･ 遠隔操舵ロボットを活用し、遠隔からの効率
的な農業指導やセンサーから集まるデータを基にし

■中小企業向けにサービス展開も
NTT 東日本は東京大学とともに ｢東京都立産業技
術研究センター｣（東京都江東区）におけるローカル

た農作業支援を行う。
農業をはじめとする一次産業は、高齢化による人

5G 環境の構築にも協力する。

手不足や後継者不足が深刻化している。
「ロボット等

都内には中小企業やスタートアップが少なくない

の活用による生産性向上や技能継承が求められてお

が、そうした企業がローカル 5G を導入するには、手

り、ローカル 5G はその実現のためのツールと位置付

間やコストといった負担が大きい｡ このため東京都

けている｣ とビジネス開発本部第三部門 IoT サービ

ではローカル 5G 環境を開放し、中小企業が開発した

ス推進担当 担当部長の渡辺憲一氏は話す。

5G 関連製品の性能評価や試作品の検証などを行える

NTT 東日本によると、農業以外にも製造業や流通

ようにする。NTT 東日本は、東京都や東京大学、参

業などがローカル 5G の導入を検討している。｢広範

画したパートナーとの取り組みで得た知見を基に中

囲でロボット制御等をする場合、既存の Wi-Fi では

小企業向けローカル 5G サービスの提供にも意欲を見

電波干渉や通信品質、カバレッジが課題になる場合

せる。

がある。ローカル 5G を使えば、今ある通信規格の課

長年、中小法人ビジネスに携わってきた渡辺氏は

題が改善できるのではと期待をしている｣ とビジネ

｢中小企業の場合、ローカル 5G だけを導入すること

図表 1 ローカル５Ｇを活用した連携事業のイメージ
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にはならない｡ 社内のテレワークシステムやネット

が必要なのかを検証したい｣ とビジネスデザイン部

ワークを含めた IT 環境全体の見直しなど、トータル

IoT ビジネス部門の貝野宏至氏は述べる。

で依頼されるだろう」と予想する。ライセンスバン

NTT 西日本では、コンビナートのスマート化につ

ドのローカル 5G は、免許申請などの煩雑な手続きが

いても山口県内の企業数社と話を進めている。コン

発生するため、
「ローカル 5G ならではのサポートサー

ビナートの設備監視は現状、社員や協力会社社員が

ビスもあるはず」と見る。

自転車に乗って広大な敷地内を巡回して行われてい

大企業だけでなくこうした中小企業向けにも特化
したサービス展開で差別化を図りたいという。

る｡ 場合によっては対岸の埋め立て地まで行かなけ
ればならないこともあり、人手を介した管理は負荷
が大きい。

■ローカル５Ｇで省人化 ･ 無人化
NTT 西日本は、山口県と連携し、ローカル 5G を
活用した社会課題の解決に取り組んでいる。
長らく ｢工業県｣ として発展してきた山口県は、
南部を中心に石油、化学、造船、自動車などの工場
やコンビナートが集まっており、瀬戸内工業地帯の

より効率的な方法として映像による監視があるが、
コンビナートの敷地内に有線を張り巡らすことは難
しく、Wi-Fi では通信距離が短い｡ ｢ローカル 5G によ
る映像監視の有効性に期待が集まっている｣（貝野氏）
という。
また、コンビナートでは細心の注意を払っていて
も事故がつきものだ｡ ひとたび事故が発生すれば、

一翼を担っている。
反面、急速な人口減少に伴う生産人口の大幅な減

誰かが現場まで足を運んで状況を確認しなければな

少という地方都市特有の問題も抱える。｢その解決策

らない｡ そこで、センサーを活用してガス漏れや水

として従来は外国人労働者を雇用してきたが、人口

漏れといった異変の早期発見や異変の予兆把握につ

滅少のスピードが上回っており、IoT や AI 活用によ

なげたり、映像を使って遠隔から監視を行うなど、

る労働生産性の向上が喫緊の課題になっている｣ と

より効率的な安全管理が求められている。

山口支店長の山下剛史氏は現状を説明する。

さらに将来的な構想として、
「高精細カメラを使っ

工場の稼働が止まると企業に大きな打撃を与える｡

て作業員の姿を撮影し、防護服やゴーグルなどの安

工場はいかなるときにも ｢止まらない｣ ことが重要

全対策を忘れていないか AI が判定するといった活用

だ｡ その一方、オフィスのように ｢在宅勤務｣ がで

方法もあるだろう」と貝野氏は述べる。

きないため、新型コロナウイルスの感染拡大時にも

NTT 西日本の管轄エリアには工場が多く、瀬戸

従業員が全員出勤していた工場は多く、安全確保も

内工業地帯の他にも、中京工業地帯、阪神工業地帯、

大きな課題になっている。

北九州工業地帯がある。山口県の取り組みをベース

人手不足が深刻化するなか、従業員の安全を確保

に工場やコンビナートの省人化 ･ 無人化を実現する

しつつ稼働し続けるためには、工場のスマート化に

ためのソリューションをパッケージ化し、これらの

よる省人化 ･ 無人化が不可欠となっている。

工業地帯にも展開する計画だ。

NTT 西日本は、山口県連携協定による取り組みの
第 1 弾として、ひびき精機の工場間、工場内におい
てローカル 5G を活用した実証実験を行う。｢実証実
験を通じて、限られた人数で工場を運営するには何

地域や業種が異なっても、抱える課題は共通して
いる。その解決にローカル 5G が活かされそうだ。
（出典：テレコミュニケーション July 2020）

図表 2 ＮＴＴ西日本と山口県の連携のイメージ
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新製品・新サービス

アイホンが業界最大※ 14.3 型液晶画面を採用した
ワイヤレステレビドアホン「WR-11」を発売
アイホン株式会社は、玄関子機と室内親機間の配線工事不要なテレビドアホンとしてご好評をいただいておりま
すワイヤレステレビドアホン「WL-11」に加え、より大きな画面で玄関先の様子を確認したい、また室内の壁面
へ取り付けたいという要望に応えるため、ワイヤレステレビドアホン「WR-11」を2020年8月26日に発売しま
した。
ワイヤレステレビドアホン「WR-11」は玄関と室

リアと調和し、明るい色調の外構にも馴染むよう表

内の配線工事をすることなく来訪者を室内親機のテ

面デザインはヘアライン調のシルバー色を採用してお

レビモニターで確認することができます。玄関に設置

ります。その他、単三乾電池は約 2 年間交換不要※ 4

するカメラ付ワイヤレス玄関子機には単三乾電池※ 2 を

です。

6 本使用、室内のモニター付ワイヤレス親機は AC

ワイヤレステレビドアホン「WR-11」は、チャイ

プラグ式となっており、AC プラグをコンセント

ムからのお取り替えやインターホンが設置されてい

（AC100V）に挿すだけで、玄関子機からの電波が

ない建物、アパート等での防犯の一助としてお役立

届く範囲

※3

であれば建物内のどこでも使用できます。

ちいたします。

モニター付親機は、業界最大の 4.3 型液晶画面を採
用し、玄関先の様子が確認しやすくなりました。ま
た、普段触れることが多い「通話」
、「終了」、「モニ
ター／みやすさ」ボタンを大きくすることで、幅広
い年代の方に分かりやすく操作いただけます。
カメラ付ワイヤレス玄関子機は広角カメラを採用
することで、玄関周りの様子を左右画角約 110°の

※１

ワイヤレステレビドアホンの中で最大サイズ（当社調

べ：2020 年 4 月現在）
※２

推奨：容量 2500mAh 以上の単三ニッケル水素電池（市

販品：別売）
※３

カメラ付ワイヤレス玄関子機とモニター付ワイヤレス

親機間の通信可能距離は約 100 ｍ（見通し距離）
※４

推奨電池を使用し、初期設定のまま 1 日 3 回使用した

場合。

範囲で広く捉えることができます。また、エクステ

■システム構成

ワイヤレステレビドアホン「WR-11」
（カメラ付ワイヤレス玄関子機、モニター付ワイヤレス親機のセット）
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■システムの特長

・コンパクトでスクエアなデザインとすることで、
インテリアとの調和を追求。

・玄関から室内間の配線工事が不要なため、配線
工事が必要なテレビドアホンと比べて施工が簡

・普段触れることが多い「通話」、「終了」、「モニ
ター／みやすさ」ボタンを大きく配置。

単。
・カメラ付ワイヤレス玄関子機とモニター付ワイ

・モニター付ワイヤレス玄関子機の電池残量が少

ヤレス親機間の通信可能距離は約 100 ｍ（見通

なくなると、メニュー画面にメッセージの表示

し距離）
。門柱など室内から遠い場所に取り付

とお知らせ表示灯の点滅で知らせる。

けたい場合でも対応が可能。
・電池交換は約 2 年間交換不要※ 5。
■モニター付ワイヤレス親機の特長
・業界最大※ 6 の 4.3 型液晶画面を採用。
・モニター付親機はワイヤレスのため、電波が届
く環境であれば家中どこでも利用可能。
・逆光で映像が見にくいときは、みやすさボタン
で見やすく補正。
・DECT 準拠方式を採用し、他機器との電波干渉
が少なく安定した通信を実現。

※５

推奨電池を使用し、初期設定のまま 1 日 3 回使用した

場合。
※６

ワイヤレステレビドアホンの中で最大サイズ（当社調

べ：2020 年 4 月現在）
※７

卓上で使用する場合は、卓上スタンド（別売：KRW-S

オープン価格）が必要。

■カメラ付ワイヤレス玄関子機の特長
・ヘアライン調の表面デザインで高級感を演出。
・夜間は LED 照明が自動点灯し、カラーで玄関
先の確認が可能。

・留守中の来訪者を確認できる動画録画機能。
（1 件あたり最大 6 秒、最大 50 件）

・壁取付のほか、卓上への設置にも対応※ 7

■価格
オープン価格
（カメラ付ワイヤレス玄関子機とモニター付ワイ
ヤレス親機のセット）
■お問い合わせ先
アイホン株式会社
お客様相談センター
TEL:0120-141-092
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日立情報通信エンジニアリングが「介護施設向けケア支援ソリューション」
介護施設における入居者の安心・安全とスタッフの働き方改革を支援
株式会社日立情報通信エンジニアリングは、介護施設スタッフの介護業務を支援する「介護施設向けケア
支援ソリューション」を販売しております。本ソリューションは音声技術と IoT 技術を融合したプラット
フォーム「日立データコレクション IC2000」をベースに、介護施設における入居者の安心・安全とスタッフ
の働き方改革を支援します。

※１ BLE：Bluetooth Low Energy
本製品は管理医療機器ではございません。

■概要
日立データコレクション IC2000 は PBX（電話交換機）と IoT サーバーを融合した IoT ゲートウェイで、
センサーからの情報をアプリケーションで可視化し、必要に応じて音声端末に通知します。
■機能
１．介護支援ソフト連携
各種センサー情報を介護支援ソフト※２ へ自動転記※３することにより、手間のかかる記録業務の負担を軽減し、
スタッフの働き方改革を支援。また手入力による転記誤りの防止につながります。
※２ 連携可能な介護支援ソフトは、エヌ・デーソフトウェア株式会社「ほのぼのＮＥＸＴ」です。
※３ センサー通知履歴、ナースコール／スタッフコール通知履歴、バイタル測定情報 ( 体温、血圧／脈拍、動脈血酸素飽和度 )
の自動転記が可能です。

２．センサー連携
各種センサーからの情報が、しきい値を超えた場合に、ランプ（ＢＬＥ受信機）の発光や電話機へ通知するこ
とで、素早く介護施設スタッフにお知らせします。
３．バイタル測定器（体温計、血圧計、パルスオキシメーター）
体温、血圧／脈拍、動脈血酸素飽和度などのバイタル測定値を自動記録および通知することが可能です。
４．見守りセンサー
利用者の在／不在状況を検知し、不在となったことを通知することが可能です。
５．ベッドセンサーシステム
利用者の体動状況を検知し、危険状態となった場合に通知することが可能です。
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■システム構成

①接続可能なセンサー

項 目
排せつセンサー／ゲート
センサー
温湿度センサー
パルスオキシメーター
体温計
上腕式血圧計
見守りセンサー
ベッドセンサーシステム

②ランプ（ＢＬＥ受信機）
規格（BLE センサー側）
寸法
設置条件

メーカー
三和株式会社
株式会社カスタム
株式会社エー・アンド・デイ
株式会社ミオ・コーポレーション
株式会社リコー
項 目
直 径（mm）
高 さ（mm）
重 さ（kg）
温度
湿度

項 目
ランプ（BLE 受信機）最大接続数
幅（mm）
高 さ（mm）
奥 行（mm）
重 さ（kg）
入力電圧
温度
湿度

メッセージ通知

項 目

電話機
多機能電話機／ PHS
多機能電話機／ PHS ／一般電話機／
SIP 電話機／スマートフォン内線

⑤クライアントＰＣ
（1）クライアントＰＣの仕様

（2）連携可能なソフト
項 目
介護支援ソフト

HLT-100BT
PLS-01BT
UT-201BLE
UA-651BLE
MS-101BLE
リコー みまもりベッドセンサーシステム

仕 様
200 台
400
2,060
250
105.6
AC100V ± 10V（50/60Hz）
0 ～ 40℃
10 ～ 90 %（結露なきこと）

通話

Web ブラウザ

次世代おむつ ･ パッド

仕 様
Bluetooth V4.2（BLE）
115
69.7
0.5
0 ～ 40℃
15 ～ 85％（結露なきこと）

③主装置

④接続可能な電話機

製 品

項 目

仕 様
Internet Explorer 11

メーカー

エヌ・デーソフトウェア株式会社

製 品
ほのぼの NEXT

■お問い合わせ先
株式会社日立情報通信エンジニアリング
UC ソリューション事業部 UC システム本部 UC パートナーソリューション部
〒 220-6123 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2 丁目 3 番 3 号 クイーンズタワー B 23 階
お問い合わせフォーム：https://www.hitachi-ite.co.jp/inquiry/

この製品の URL
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総務省がテレワークのセキュリティに関する
相談対応体制を強化
総務省では、従来から、テレワークに関する幅広い相談について、テレワークマネージャー相談事業により受
け付けているところですが、
今般、テレワークのセキュリティに関する相談対応体制の強化のため、セキュリティ
のプロフェッショナルがセキュリティの専門的な相談について対応する窓口を開設しました。
１．相談内容
テレワークに関するセキュリティ対策の専門的な
相談等を受け付けます。
※相談対象者は、企業・団体・地方公共団体等を
問いません。テレワーク導入済みの場合も含み

上の不安を払拭し、安心してテレワークを導入・活
用いただくための手引きとして、テレワークの導入
に当たってのセキュリティガイドライン」を策定・
公表している。
（平成 16 年 12 初版、平成 18 年第 2 版、
平成 25 年 2 月第 3 版、平成 30 年 4 月第 4 版）

ます。
２．相談対応方法
相談者の希望を踏まえ、Web オンライン会議・メー
ル・電話等で実施します。
３．相談費用
無料 ( インターネットの通信費・電話料金は相談者
負担となります。)
４．相談方法
Web フォーム
(https://www.lac.co.jp/telework/security.html)
より申込ください。
■関係先ＵＲＬ
〇テレワークマネージャー相談事業
https://www.nttdata-strategy.com/r01telework/
〇テレワークにおけるセキュリティの確保
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
cybersecurity/telework/
申込後、本事業の事務局 ( 株式会社ラック※ ) から

〇新型コロナウイルス感染症対策としてのテレワー

連絡いたします。

クの積極的な活用について

※本事業は、総務省が株式会社ラックに委託し、実

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/

施しています。セキュリティ専門企業の同社の専

telework/02ryutsu02_04000341.html

門家が相談対応に当たります。
■お問い合わせ先
テレワークに関する幅広い相談については、テレ

総務省 サイバーセキュリティ統括官室

ワークマネージャー（https://www.nttdata-strategy.

TEL：03-5253-5749

com/r01telework/）にご相談ください。

電子メール：telework-secutity@ml.soumu.go.jp

■テレワークセキュリティガイドライン ( 第４版 )
企業等がテレワークを実施する際のセキュリティ

（出典：総務省 URL：https://www.soumu.go.jp/menu_news/
s-news/01cyber01_02000001_00076.html）
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中小企業庁が２０２０年版中小企業白書・
小規模企業白書を公表
中小企業庁が、
「令和元年度中小企業の動向」及び「令和２年度中小企業施策」( 中小企業白書 )、並びに「令和元
年度小規模企業の動向」及び「令和２年度小規模企業施策」( 小規模企業白書 ) を取りまとめ、公表しました。
１．2020 年版中小企業白書・小規模企業白書の特色
2020 年版白書では、中小企業・小規模事業者に期
待される「役割・機能」や、それぞれが生み出す「価

PDCA サイクルを回していくことが重要。
・支援機関側：様々な支援機関が連携することで、
より効果的な支援が可能に。

値」に着目し、経済的な付加価値の増大や、地域の
安定・雇用維持に資する取組を調査・分析しました。
また、新型コロナウイルス感染症の影響や、中小企業・
小規模事業者における具体的な対応事例等について
も掲載しています。

■中小企業白書・小規模企業白書の入手方法
中小企業白書・小規模企業白書については、例年 6
月末頃に市販版が発行されています。
政府刊行物センターや、政府刊行物を扱う書店で
ご購入いただけます。

２．2020 年版中小企業白書・小規模企業白書のポイ
ント
（総論）
・企業の新陳代謝が進む一方で、生産性の高い企業

また、電子書籍は、Amazon Kindle や楽天 Kobo か
ら無料でダウンロードすることができます。
※中小企業庁では、こちらの刊行物の販売・配布
は行っておりません。

の廃業も。
・中小企業の目指す姿は多様であり、期待される役
割や機能を意識した支援が重要に。

■中小企業白書一覧
中小企業庁ホームページでは、年度毎に中小企業
白書一覧が掲載されています。

（新たな価値を生み出す中小企業）
・賃上げと利益拡大の両立を図るためには、付加価

2020 年度版は、解説動画が掲載されていますので
理解がしやすくなっています。

値の増大が不可欠。
・製品・サービスの差別化や新事業展開により、新
たな価値を生み出すことが重要。
・異業種企業や大学との連携、人材への投資が、中
小企業の可能性を拡大。
・製品・サービスの優位性を顧客に伝える取組や、

中小企業庁ホームページ一部抜粋
（URL：https://www.chusho.meti.go.jp/
pamflet/hakusyo/index.html）

取引条件の見直しが重要。
（地域で価値を生み出す小規模事業者）
・地域の生活やコミュニティを支える小規模事業者
が、住民と地域との接点に。
・小規模事業者は、経営者自身を含む多様な人材の

■お問い合わせ先
中小企業庁事業環境部
TEL：03-3501-1764（直通）

活躍の場を提供。
（ 出 典： 中 小 企 業 庁 URL：https://www.chusho.meti.go.jp/

（中小企業・小規模事業者と支援機関）

pamflet/hakusyo/index.html）

・経営者側：外部支援を有効に活用し、経営改善の
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協会推薦書籍の斡旋について
下記の書籍を斡旋価格で販売しますので、ご希望の方は下記の「書籍申込書」に必要事項を記入し、関東地
方本部事務局へＦＡＸでお送り下さい。
「実戦問題シリーズ」
（2020 秋試験対策用）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2019 年 11
月試験の問題、②今後出題される可能性のある各種の過去問題」が、解説とともに掲載されています。
是非、受験準備にお役立て下さい。
（出版社：㈱リックテレコム 〒 113-0034 文京区湯島 3-7-7 リックビル）
お申込み先：
（一社）情報通信設備協会 関東地方本部 事務局

TEL 03-5244-9700

FAX 03-5244-9711

注 1：斡旋価格には消費税は含まれておりませんので、斡旋価格のほかに消費税 10％（小数点第一位を四捨五入）
をお支払いただきます。
注 2：代金は前払いでお支払いただきます。
注 3：品物の郵送をご希望の場合は、別途送料が掛かります。
注 4：新型コロナウイルス感染症対策により、2020 年春試験は中止になりました。本書（※）は、最新問題およ
び予想問題を豊富に掲載しています。2020 年秋試験対策用として、引き続きご利用いただけます。
●工事担任者・試験対策書籍
シリーズ

実戦問題
シリーズ

精選問題
シリーズ
標
準
テキスト
シリーズ
科目別
テキスト
シリーズ

書
名
2020春 DD3種実戦問題
（※）
2020春 AI・DD総合種実戦問題
（※）
2020年版 DD1種実戦問題
2019秋 DD3種実戦問題
2019秋 AI・DD総合種実戦問題
2019年版 DD1種実戦問題
AI 3種 精選問題
AI 1・2種 精選問題 改訂版
AI・DD総合種 標準テキスト 改訂版
DD3種 標準テキスト 第5版
DD1種 標準テキスト 第4版
AI 3種 標準テキスト 改訂版
わかる AI・DD全資格〔基礎〕改訂版
わかる AI・DD全資格〔法規〕第3版
わかる AI 1・2種〔技術・理論〕改訂版
わかる AI・DD総合種〔技術・理論〕第3版

判型
A4 判
A4 判
A4 判
A4 判
A4 判
A4 判
B5 判
B5 判
B5 判
B5 判
B5 判
B5 判
B5 判
B5 判
B5 判
B5 判

頁
184 頁
264 頁
248 頁
184 頁
264 頁
256 頁
176 頁
256 頁
480 頁
304 頁
368 頁
296 頁
176 頁
224 頁
216 頁
368 頁

ISBN
978-4-86594-220-0
978-4-86594-222-4
978-4-86594-221-7
978-4-86594-201-9
978-4-86594-202-6
978-4-86594-185-2
978-4-89797-699-0
978-4-89797-839-0
978-4-86594-126-5
978-4-86594-080-0
978-4-86594-175-3
978-4-89797-838-3
978-4-89797-945-8
978-4-89797-946-5
978-4-89797-822-2
978-4-89797-913-7

定 価 斡旋価格
2,300 円
2,070 円
2,850 円
2,565 円
2,850 円
2,565 円
2,300 円
2,070 円
2,850 円
2,565 円
2,850 円
2,565 円
2,200 円
1,980 円
2,600 円
2,340 円
3,400 円
3,060 円
2,400 円
2,160 円
2,800 円
2,520 円
2,400 円
2,160 円
2,200 円
1,980 円
2,200 円
1,980 円
2,500 円
2,250 円
2,800 円
2,520 円
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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 時間 9:30 ～ 17:30
開催地
東 京

大 阪

開催日程

募集人数

10月20日
（火） ～ 21日
（水）

10

11月10日
（火） ～ 11日
（水）

10

10月 6日
（火） ～

7日
（水）

6

12月 8日
（火） ～

9日
（水）

6

研修会場
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

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

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 時間 9:30 ～ 17:30
開催地
東 京

大 阪

開催日程

募集人数

10月22日
（木） ～ 23日
（金）

4

11月12日
（木） ～ 13日
（金）

4

10月 8日
（木） ～

9日
（金）

4

12月10日
（木） ～ 11日
（金）

4

地方本部

研修会場
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

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

INFORMATION
2020 年度「電気通信工事施工管理技士」（１級・実地）講習会

中国

日程

2020 年 10 月 23 日（金）

時間

9:00 ～ 17:00

会場

研修
内容
対象者

RCC 文化センター
（広島中区橋本町 5-11）
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士検定が新たに創設されま
した。
この１級資格取得に向けて講習会を実施します。

定員

90 名

受講料 （会員）24,000 円 （非会員）27,000 円 税込み
中国 HPより「申込書」を印刷して下記へ FAX で
申込み
お申し込み下さい。
方法
FAX 送付先 082-569-9972
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）

電気通信工事施工管理技士（1 級・学科）を合格された人を対象とする。
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ITCA 事業施策状況一覧
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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！	
  

最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	
  
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！

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）	
  

【本社】〒104-‐‑‒0031	
  東京都中央区京橋	
  2-‐‑‒2-‐‑‒1	
  
京橋エドグラン	
  27階	
  
03-‐‑‒3271-‐‑‒5151

03-‐‑‒3281-‐‑‒7000

（http://www.idknet.co.jp）	
  

【横浜営業所】
【北北関東営業所】
【札幌営業所】

045-‐‑‒333-‐‑‒7211
048-‐‑‒645-‐‑‒1431
011-‐‑‒611-‐‑‒1711

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
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５Ｇをえがく ドコモソリューション
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編集後記

全国地方本部

7月1日からレジ袋有料化がスタート

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

東海地方本部

〒460-0016 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

した。
この組織は、異業種企業が連携

九州地方本部

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-17-26 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
TEL 092-409-6221 kyushu@itca.or.jp

に発生した海洋ごみの削減を目的とし

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

しましたが、
これを機にマイバッグを使
用された方も多いと思います。本特集
では、
「海のプラスチックごみ」
を取り上
げていますので、
レジ袋だけではなく
「プラスチックごみ」全体に目を向けて
頂ければと思います。海洋ごみへの関
心が高まる中、
日本財団が「アライアン
ス・フォー・ザ・ブルー」の設立を発表しま
し、
新たな海洋ごみの発生防止やすで
ています。海洋ごみはポイ捨てだけが
原因ではなく、
それを製造する企業も
関わっていますので、様々な企業と消
費者が問題意識を持って生活するこ

一般社団法人 情報通信設備協会

とで海がきれいになればと思います。
（編集委員）

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

編集委員長
栩谷 晴雄

中国地方本部

編集委員
松山 仁
山田 恭郎
松本 正幸
渡邊 秀治
松島 健一
花園 和幸
飯塚 栄
坂口 麗子

北海道地方本部

信越地方本部
北陸地方本部

九州地方本部

東北地方本部

本部
関東地方本部
四国地方本部

関西地方本部
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東海地方本部
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