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本業界特集で「コロナに打ち克つオ
フィス創り」としてIoTを活用した製品
を掲載しておりますが、コロナ禍におけ
るオフィス創りが注目されています。某
オフィスメーカーが感染拡大を防ぐ5つ
のポイントを紹介していました。①「距
離」ワークポイントの距離を2m以上と
る。②「空間」一人当たりの距離をでき
るだけ広く設定する。③「換気」換気
量の確保や空気清浄する。④「非接
触」共用エリア・共用物をできるだけ非
接触にする。⑤「動線」十分な通路幅
を確保する。5つを実践するには余裕
のあるオフィスでないと難しいと思いま
すが、工夫次第で感染拡大を防げると
思います。協会本部でもオフィスの模
様替えをして、机の前に飛沫感染を防
ぐアクリル板を設置しました。

（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。
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FRONT VOICE

富士通株式会社
ネットワークソリューション事業本部
エグゼクティブディレクター　梶原 康弘

ニューノーマル時代の新たな企業ネットワーク
実現への取り組み

晩秋の候、皆様におかれましては、ますますご清祥
のこととお喜び申し上げます。会員の皆様には平素よ
り一方ならぬお力添えをいただき、誠にありがとうご
ざいます。

さて、新型コロナウイルスが世界中を席巻し、私た
ちの働き方、ビジネスは大きく変化しております。ま
た、9 月の新しい内閣の発足や、11 月には米大統領選
挙が控えるなど、2020 年は政治、経済、社会の情勢
が大きく変化する年となりました。今後、これらの変
化への対応が非常に重要になってまいります。

特に企業のネットワークをビジネスとしている私ど
もにとっては、働き方の変化は大きなインパクトがあ
ります。当社もニューノーマルにおける新たな働き方
として Work Life Shift を推進し、テレワークを基本
の勤務形態とし、サテライトオフィスの拡張、新たな
働き方、オフィスのあり方に合わせたセキュリティポ
リシーの刷新、ネットワーク基盤の構築に取り組んで
おります。お客様やパートナー様からも、今期はテレ
ワーク実施に向けた緊急対策としてのモバイル PC や、
Web 会議サービスのご相談や、ニューノーマルを見
据えた将来的な対策としてのネットワーク見直し、コ
ミュニケーション環境見直しのご相談をいただいてお
ります。

このような中、今後の企業ネットワークの姿は大き
く変化していくと感じております。お客様におけるテ
レワークの急速な普及は、企業ネットワークがつなげ
るシステムと、つなげる端末、つなげるモノを大きく
変化させています。オンライン会議などは、従来社内
会議で利用していたものを、お客様との会議、商談で
も利用されるようになり、利用シーンとトラフィック
が増加しています。また、リモートアクセスも、従来
の何倍ものユーザーが同時に社内ネットワークに接続
するようになっています。このトラフィックの変化に
より、従来多くの企業が利用してきたネットワークの
形（ユーザーは業務システムがあるデータセンタ拠点
に接続し、インターネットへの接続も、データセンタ
拠点から接続するという形）では、データセンタ拠点

のトラフィックが輻輳し、ボトルネックとなる課題が
出ております。

この変化は、新型コロナウイルスが席巻する以前か
ら、考えられていたことですが、今回、その変化のス
ピードが急加速している、そして、その変化は戻るこ
とがないと考えています。

さて、このトラフィックの課題に対する一つの対策
として、私どもはインターネットをダイレクトに使う
形態があると考えています。今後業務での利用が増加
すると思われる SaaS を利用する際に、事務所や、モ
バイルから、データセンタ拠点を経由することなく、
ダイレクトにインターネットに接続することでトラ
フィックの課題を解決し、快適なシステムの利用を実
現します。

このインターネットをダイレクトに使うネット
ワークの実現に向けて、私どもは今年 2 月に新商品
NXconcierge を発表いたしました。当社のネットワー
ク製品に追加するライセンスで、主に以下の機能をご
提供し、快適でセキュアな SaaS の利用を実現します。
・トラフィックの最適化
   （インターネットブレイクアウト）
・マルウェア感染端末の可視化・遮断
・ネットワーク機器の遠隔管理

本商品だけでなく、今後求められる企業ネットワー
クの実現に向けて、テレワークに対しては、リモート
アクセスサービス（FENICS Ⅱユニバーサルコネクト
アドバンス）や、スマートフォンの内線利用に対応し
た PBX のご提供（LEGEND-V/S100、クラウドトーク
EX をお客様ご要望に合わせてご提供）を通じて、トー
タルにお客様をサポートできるように取り組んでまい
ります。

今後も会員の皆様にご協力いただきながら、お客
様の快適な ICT の利用、それを実現するネットワー
クのご提供を努めてまいる所存です。今後ともご指導、
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。最後にな
りますが、会員の皆様のますますのご繁栄とご健勝を
お祈り申し上げます。
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地方本部だより

復興計画は各自治体の計画で実施され復興に大差
が生じました。

防潮堤を構築し被災地の商店街はそのまま再建し、
避難路や避難建物を確保する計画は復興が早く、経
済の立ち上がりも早かったようです。一方市街地の
土地の嵩上げを行い、町を再構築する自治体は嵩上
げに時間を要し復興が遅くなりました。帰還者の減
少に商店の出店に足踏みが見られます。
　福島の浜通りの大熊町、双葉町、浪江町は福島第
一原子力発電所の事故により復興の動きがありませ
ん。放射能除染作業は展開しておりますが充分とは
言えません。避難指示区域の解除が出ましたが帰還
者はインフラ等の不備もあり進展しておりません。

■女川町
　東北電力女川発電所のある町で、被災地で最も早
く復興を着手した町です。津波被害は甚大で町庁舎
を含めた市街地が被災し、多数の犠牲者が出ました。

浸水地は住宅の建設は認めず、山側を整備し集団
移転を行いました。浸水地は漁業関連企業、公園の

利用としました。
現在は町庁舎も新築完成し公園整備中と復興事業

の最終段階に入っております。

■石巻市
　日和山公園から見た石巻市門脇地区です。門脇地
区は宅地開発された所で住宅が並んでいました。未
住居地区となり集団移転となりました。太陽光発電、
公園、企業誘致として活用予定し整備中です。市街
地は整備をして被災前の町並みとなり復興しており
ます。

 

■東松島市
　防潮堤 7.2 ｍの高さから見た東松島市野蒜海岸（の
びる）です。仙台からの海水浴場で夏は賑わいをし
ておりました。被災前の松林から自生した松が大き
くなっておりました。

防潮堤の内側は浸水地で多数の犠牲者が出ました。
未住居地区となり山を造成し集団移転となりました。

来年3月11日で東日本大震災から10年が経過します。
令和2年10月19日現在全国で死者数15,899人、行方不明者数2,528人、関連死含まず（河北新聞掲示）と甚大な
犠牲がありました。
震災時には全国の会員の方々より見舞のメールや多大なる義援金をいただきありがとうございました。
被災地は全国から支援をいただき経済活動が活発になり復興に向け努力をしております。

東日本大震災からまもなく１０年
津波被災地の復興と福島の今

一般社団法人情報通信設備協会　東北地方本部
事務局長　佐々木　勝夫

石巻市風景

女川町風景
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太陽光発電、プレハブ農園等が設置されておりま
すがまだまだ広い空間があります。

 

■福島　双葉町
　令和 2 年 3 月 7 日常磐双葉 IC が開通し常磐自動車
道が全面完成となりました。所々の道路沿いに放射
線量の表示があります。以前は、自動 2 輪車は通行
不可、走行車は窓を開けない等の表示がありました。

（大熊町、浪江町の一般道の一部は自動 2 輪車通行不
可）

帰還困難地区は一部を除き令和 2 年 3 月 4 日午前
0 時に解除されました。

双葉町役場庁舎は廃墟の状態で、現在いわき市で
業務を行っております。令和 2 年 10 月 12 日現在双
葉町に 1 人も帰還者がいないとの事です。（伝承館開
館職員の話）

市街地はまだ震災当時のままで、家屋の解体作業
と除染作業車の往来があるだけです。
『東日本大震災・原子力災害伝承館』を福島県が建
設し令和 2 年 9 月 20 日開館されました。伝承館は福
島第一原子力発電所の北方面 5Km 程度の距離ですが
放射能の影響は無く通常の状態で出入りが可能です。

伝承館は原子力発電所の建設時期から震災状況、
避難の状況、復興の歩み等を多種のメディアを駆使
して伝えております。

伝承館　所在地／福島県双葉郡双葉町大字中野字
高田 39
ホームページ URL: https://www.fipo.or.jp/lore/
開館時間／ 9:00 ～ 17:00　休館日／火曜日（火曜祝
日の場合は翌平日）・年末年始 12/29 ～ 1/3　入館
料／大人 600 円　小中高 300 円

自動車道の放射線量表示板

双葉町町内風景

双葉町役場庁舎

伝承館

東松島市風景
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業界ニュース　8月 

　日本商工会議所は、2020 年 8 月の早期景気観測（LOBO）の調査結果を発表した。2020 年 8 月の動向は、新型
コロナウイルスの影響による在宅時間の増加に伴い、飲食料品のほか、家具・家電などの需要も伸びている小売
業や、公共工事に下支えされた建設業が堅調に推移した。一方、主に都市部を中心に感染が拡大する中、消費者
のマインド低下や帰省・旅行の自粛、一部の自治体における飲食店への営業時間短縮の要請などが下押し要因と
なり、観光関連の業況は厳しい状況が続く。これまで経済活動の再開に伴い、持ち直しの動きがみられたものの、
足元では感染拡大の影響から足踏みとなった。中小企業の景況感は依然として厳しく、回復に力強さを欠く。自
動車関連をはじめとする中国向けの輸出持ち直しへの期待感がうかがえるほか、ネット販売の強化や IT 活用な
ど新たな生活様式への対応を進める企業から前向きな声も聞かれる。一方、主に都市部を中心とする新型コロナ
ウイルスの感染拡大への懸念から、消費者のマインド低下や資金繰りの悪化など、影響の長期化に対する警戒感
が強まっており、先行きに対して慎重な見方が続く。

（出典 : 日本商工会議所  商工会議所 LOBO（早期景気観測）2020 年 8 月調査結果 8 月の動向 ）

日本商工会議所が８月の早期景気観測を発表

　㈱ NTT ドコモは、教育現場におけるプログラミング教育の普及をめざし、さまざまなセンサーデバイスと、
プログラミング学習で広く普及が進む「Scratch」を活用した小学生向けプログラミング教材「センサープログラ
ミング PIoT（ピオット）」を、2020 年 8 月 6 日より自治体や小学校向けに提供開始した。本教材は、小学校教育
における多様な授業に対して、プログラミング導入を容易にする小学校向けのパッケージ教材である。教育現場
において手軽に活用いただくため、小学校で広く普及している「Scratch」をベースに開発したアプリケーション

「Sensor Programing App」、「センサー」、先生を支援するための「動画コンテンツ」を 1 つのパッケージとして
提供する。価格（税抜）：基本パック（1 年）91,000 円　（3 年）98,000 円　電気の利用パック　83,000 円　お申込
み方法：全国のドコモ法人営業担当／ドコモ HP お客様お問い合わせページ　https://www.nttdocomo.co.jp/biz/
support/inquiry/?utm_source=pr_200806&utm_medium=press&utm_campaign=pr_200806_01

（出典 URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/08/06_00.html）

ＮＴＴドコモが小学生向けプログラミング教材「センサープログラミングＰＩｏＴ」を提供開始

　NTT コミュニケーションズ㈱は、リモートワークにおけるコミュニケーションを活性化するオンラインワーク
スペース「NeWork（ニュワーク）」を 2020 年 8 月 31 日から提供開始した。本サービスは、従来の Web 会議では
難しかった、立ち話感覚でのちょっとした相談や雑談（casual collision）などを活性化できるようにデザインされた、
まったく新しいコミュニケーションツールである。「NeWork」にログインしておくことで、同じオフィスにいる
かのように、チームやプロジェクトのメンバーに話しかけることができる。お問い合わせ先：NTTコミュニケーショ
ンズ㈱　お問い合わせフォーム：https://www.ntt.com/contact-us/news/news_2020056.html　

（出典 URL: https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20200817_01.html）

ＮＴＴコミュニケーションズがオンラインワークスペース「ＮｅＷｏｒｋ」を提供開始

　シャープ㈱は、軽くて持ちやすい業界最軽量 95 ｇのコードレス受話器を採用したデジタルコードレス電話機「JD-
MK1CL/CW」を 2020 年 9 月 4 日に発売した。本機は、受話器のデザインやボタン配置を見直すことにより、コード
レス受話器単体で業界最軽量なので電話の取次ぎもスムーズに行える。また、災害などによる停電時に本体の電源端
子に接続するだけで、すべての機能を使用できる「停電
用バッテリーケース」を標準で搭載。停電時でも電話の
発着信はもちろん、本体の電話帳や留守番電話機能など
も使用できる。さらに、着信中や通話中にワンタッチで
迷惑電話を撃退できる「迷惑ストップボタン」など、詐
欺・迷惑電話対策機能も搭載している。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
TEL：0120-663-700

（出典 URL: https://corporate.jp.sharp/news/200804-a.html）

シャープがデジタルコードレス電話機「ＪＤ－ＭＫ１シリーズ」を発売

デジタルコードレス電話機「JD-MK1CL」
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NTT 東日本は、オフィスまるごとサポート「IT サポート＆セキュリティ」について、お客様のオフィスだけで
なく在宅勤務等テレワーク環境の ICT 機器などに関する操作・設定・トラブルまでサポートする新プラン「スタン
ダードあんしんプラン」を 2020 年 9 月 7 日より提供開始した。サービスの内容は、①操作・設定・トラブルサポー
ト：オフィスに加え在宅勤務等のテレワーク環境までワンストップで、IT 機器やネットワーク、ソフトウェアの操
作・設定・トラブルサポートを電話または遠隔にて実施　②訪問による故障切り分け：オフィスの故障トラブルの
申告を受け付け、電話または遠隔サポートにて故障箇所が特定できない場合に訪問にて故障切り分けを行う　③ IT
機器故障時の代替機貸し出し：オフィスの故障トラブルの申告を受け付け、パソコンなどの IT 機器が故障原因で
あった場合、お客様の要望に応じて最大 2 週間代替機を貸し出す　④訪問サポート：IT 機器の各種設定のご要望に
対し、技術者が訪問し設定サポートする（別途有料）　提供プランと月額利用料：https://www.ntt-east.co.jp/release/
detail/20200817_01.html　お問い合わせ先：お客様営業担当者　
（出典 URL: https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20200817_01.html）

ＮＴＴ東日本がニューノーマルな働き方に対応したオフィスまるごとサービス
「ＩＴサポート＆セキュリティ」新プランを提供開始

富士通㈱は、産業用制御システムや電力・ガス・水道などの社会インフラ設備を動かすための制御・運用技術を
用いた環境に対するサイバー攻撃を物理的に遮断するネットワーク機器「FUJITSU Manufacturung Industry Solution 
COLMINA Date Diode」を、製造業や社会インフラを担う企業に向けて 2020 年 8 月 18 日より販売開始した。本製品を、
工場などの OT 環境とオフィスなどの業務環境をつなぐネットワーク間に設置することで、データ通信を工場から業
務環境への発信のみに制限する。これにより、インターネットなどの社外ネットワークと接続する業務環境のネット
ワークがサイバー攻撃を受けた場合でも、OT 環境への通信を制限しているため、産業用制御システムや社会インフ
ラ設備をサイバー攻撃から守ることが可能である。価格（税別）：COLMINA Data Diode DD200R　390 万円　200S  
257 万円　100S  185 万円　お問い合わせ先：富士通コンタクトライン TEL:0120-933-200
（出典 URL: https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/08/18.html）

富士通が産業用制御システムへのサイバー攻撃を物理的に遮断するネットワーク機器
「ＣＯＬＭＩＮＡ　Ｄａｔａ　Ｄｉｏｄｅ」を販売開始

　NEC は、テレワークやリモート会議が中心となる New Normal における新しい働き方を支援する、13.3 型軽量モ
バイル PC をはじめとしたビジネス・教育向けパソコン Mate/VersaPro シリーズ 16 タイプ 46 モデルを 2020 年 8 月
18 日より販売開始した。新商品「VersaPro Ulite タイプ VG」は、軽さ 1Kg
未満ながら最大約 24 時間のバッテリー駆動を可能にすることで、AC アダプ
タの携行機会を減らし、移動時の負担を軽減する。さらに、キーボードの操
作性向上に加えて、USB ケーブル 1 本で拡張ディスプレイ、外付けキーボード、
マウスとの接続と PC 本体への充電を同時に行うことができる映像出力対応
の USB Type-C の新規搭載により、業務の生産性や効率性の向上に貢献する。
価格：NEC ホームページ https://jpn.nec.com/press/202008/20200818_01.html
　お問い合わせ先：NEC　121 コンタクトセンター　TEL:0120-977-121

（出典 URL: https://jpn.nec.com/press/202008/20200818_01.html）

ＮＥＣがＮｅｗ　Ｎｏｒｍａｌにおける新しい働き方を支援するビジネス・教育向けパソコン
ＶｅｒｓａＰｒｏ／Ｍａｔｅの新商品を発売

VersaPro　Uliteタイプ VG

　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、従来
品のハーフサイズの「小型 AHD レコーダー 4 局」を 2020 年 8 月 19 日より販売開始し
た。「AHD カメラシステム」は、AHD（Analogue High Defi nition）規格を採用し、フ
ル HD 画質（1920 × 1080pixel）の高精細な映像を撮影できる防犯カメラである。新商
品は、本シリーズのカメラ映像や従来のアナログカメラ映像を録画・再生するための

「AHD レコーダー」である。カメラ 4 台接続用、カメラ用電源供給機能付きの 1 機種
を追加販売し、ラインアップを拡充した。従来機種と比較して横幅が 1/2 サイズになっている。録画用のメディアは
ソリッドステートドライブを採用。定期的に交換が必要になる消耗部品を使用しておらず、メンテナンスの手間とコ
ストがかからない。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

（出典 URL: https://www.toa.co.jp/products/news/2020/news2020-08-19ah.htm）

ＴＯＡが新商品「小型ＡＨＤレコーダー４局」を発売開始

TOA株式会社
品番：AH-R104PS1
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業界ニュース　9月 

　日本商工会議所は、2020 年 9 月の早期景気観測（LOBO）の調査結果を発表した。2020 年 9 月の動向は、新型コロナウ
イルスの影響により、巣ごもり消費が拡大する中、ネット通販やデリバリーを活用する消費者の増加も追い風となり、飲
食料品の売れ行きが堅調だった。また、自動車関連で、経済活動をいち早く再開した中国向けの生産が持ち直しつつある
ほか、建設業では台風などの災害復旧を含む公共工事の下支えが続く。一方、消費者のマインド低下や観光需要の低迷から、
飲食・宿泊をはじめ関連産業の経営は依然厳しく、コロナ対策のコスト増を指摘する声も聞かれる。中小企業の景況感は
持ち直しに向けた動きがみられるものの、力強さに欠く状況が続いている。コロナ禍の影響長期化により、売上回復の見
通しが立たない中、助成金等の政策効果が剥落したあとの急激な業績悪化を懸念する経営者も多く、先行きの不透明感か
ら、慎重な見方が続く。一方、政府による旅行喚起策の東京追加や、順次開始される飲食業支援策による需要喚起への強
い期待感がうかがえるほか、欧米向けを含む自動車関連、5G 向けなど半導体関連の持ち直しを期待する声も聞かれた。

（出典 : 日本商工会議所  商工会議所 LOBO（早期景気観測）2020 年 9 月調査結果 9 月の動向 ）

日本商工会議所が９月の早期景気観測を発表

　IDC Japan ㈱は、国内の従来型携帯電話およびスマートフォン端末の 2020 年第 2 四半期（4 ～ 6 月）の出荷台数を発
表した。2020 年第 2 四半期、国内市場の従来型携帯電話およびスマートフォン端末の合計出荷台数は、前年同期比 7.7％
増の 762.2 万台となった。前年同期比で増加した主な要因としては、アップルから発売された新型 iPhone SE が好調な
出荷を実現したこと、Android 勢では中間～低価格帯での出荷が目立ったことや、新型コロナウイルス感染症の影響で
発売が遅延していた 5G 対応モデルの発売があったことなどが挙げられる。OS 別では、Android 系は前年同期比 4.0%
増の 448.3 万台、iOS は同 17.4% 増の 307.8 万台となった。本四半期をベンダー別で見ると、アップルは前年同期比で
シェアを 3.3 ポイント伸ばし、40.4% でトップを維持した。2 位は 102.7 万台を出荷したシャープ（シェア 13.5%）、3 位
は 86.0 万台出荷のサムスン（同 11.3％）、4 位に 71.0 万台出荷の富士通（同 9.3％）、5 位は 64.5 万台出荷のソニー（同 8.5%）
となった。スマートフォンの出荷台数は 756.1 万台（前年同期比 9.1％増）となった。

（出典 URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ46803420 ）

ＩＤＣＪａｐａｎが第２四半期 国内携帯電話・スマートフォン市場実績値を発表

　㈱ OKI データは、世界最小サイズながら高い性能・汎用性とユーザビリティを実現した幅狭カラー LED プリンター
「PLAVI（プラピ）Pro3305」を、2020 年 9 月 2 日に発売した。本商品は、最小 25㎜／最大 86㎜の幅狭用紙への多様なカラー
オンデマンド印刷が可能である。サービス、流通・小売、製造業など、カラーによる視認性や識別性の向上を必要とす
る現場において、Sler と共創する業務改善システム用の出力端末として、2020 年 9 月 3 日より出荷を開始した。特長は、
①狭小スペースや専用端末への組込を可能とするコンパクトボディ（198 × 380 × 195㎜（W
× D × H））　②お客様を待たせることのないクイックプリント　③最小 25㎜／最大 86㎜まで
の幅狭用紙への印刷に対応　④ロール紙、ファンフォールド紙、カット紙（手差し）から媒
体を選択し印刷が可能。また、カッター搭載のため連続紙は印刷後、必要に応じた長さや枚
数にカットが可能　⑤トップカバーを開けずにトナーカートリッジ交換ができる高いユーザ
ビリティ　お問い合わせ先：㈱ OKI データ　国内営業本部　TEL：03-6453-6709

（出典 URL: https://www.oki.com/jp/press/2020/09/z20042.html）

ＯＫＩがＳｌｅｒ共創システム用出力端末として世界最小の幅狭カラーＬＥＤプリンターを発売

幅狭カラー LEDプリンター
「PLAVI　Pro3305」

　NTT コミュニケーションズ㈱は、社員証をスマートフォンのアプリとしてデジ
タル化し、スマートフォンによる入退室を可能にするデジタル社員証「Smart Me」
を、2020 年 9 月 9 日より提供開始した。専用リーダーの前に手をかざすことで、瞬
時にリーダーが起動し、アプリがインストールされた社員のスマートフォンと通信
して認証する。本サービスは、このタッチレスの入退室管理機能の提供から始め、今後は社員証を中心として、オ
フィスの混雑状況を可視化する機能やオンライン名刺交換機能などさまざまな機能を追加していくほか、NTTCom
のワークスタイル変革ソリューションなどとの連携を予定している。特長は、①手をかざすだけで入退室可能　②物
理カードではない、アプリならではのさまざまなメリット　お問い合わせ先：NTT コミュニケーションズ㈱　プラッ
トフォームサービス本部　アプリケーションサービス部　TEL:03-6733-9656

（出典 URL: https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2020/0909.html）

ＮＴＴコミュニケーションズが手をかざすだけのタッチレスな入退室などを
可能にするデジタル社員証「Smart MeTM 」を提供開始

デジタル社員証  Smart MeTM 
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　NEC ネッツエスアイ㈱は、日本橋イノベーションベースに Zoom を活用した配信用スタジオを常設するととも
に、それらのノウハウを活用し、配信スタジオの環境構築から運用サポートまでをトータルで行う「Zoom オン
ライン配信サービス」を提供開始した。NEC ネッツエスアイ㈱は、Zoom を取り扱ってきた実績と放送事業に携
わってきた経験を活かし、オンラインで授業や企業の研修・セミナーを配信するスタジオ環境を提供する。また、
Symphonict（シンフォニクト）のコンセプトのもと、Slido（スライド）などのクラウドツールを組み合わせること
で、よりインタラクティブなコミュニケーションを実現する。例えば、オンライン授業における質疑やアンケート
に Slido を活用することで、リアルタイムにリアクションを確認・共有するだけではなく、全員が参加し理解を深
める場に変革する。各種のクラウドサービスを活用し、収集した情報・データをつなぎ・束ねることで、品質向上
に利用できるだけではなく、重要な情報を蓄積することが出来る。お問い合わせ先：NEC ネッツエスアイ㈱　エン
パワードビジネス推進本部　E-mail:nn-cafe@ml.nesic.com

（出典 URL: https://www.nesic.co.jp/news/2020/20200909.html）

ＮＥＣネッツエスアイが授業や企業の研修・セミナーに活用できるオンライン配信サービスの提供を開始

　コクヨ㈱とエイセル㈱は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐテレワーク支援として、人の手作業が一切なしで請求
書や注文書を全自動で取引先に届けることができる「Ace connector for @Tovas」を 2020 年 9 月 10 日より提供開始し
た。本サービスは請求書や注文書などの社外向け帳票を配信するコクヨのクラウドサービス「@Tovas」は帳票 PDF を
クラウドにアップロードするだけで予め設定した取引先に「WEB」「FAX」「郵送」の手段で届けることができるコクヨ
のサービスである。この配信のフローの中には「アップロードする」という人の手作業が一部存在する。そこで「Ace 
connector for @Tovas」を導入することで基幹システムの取引先情報（企業名や帳票の金額内容、送る手段等）から生成
された帳票 PDF が自動でクラウドにアップロードされる。これによって手作業が一切なしで、宛先間違いなどの誤送信
リスクのない状況で帳票が取引先に届けることができる。お問い合わせ先：コクヨ㈱　お客様相談室　TEL:0120-201-594

（出典 URL: https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/industry_other/2020/09/10/001008.html）

コクヨが人の手作業一切なしで、請求書や注文書が取引先に発行完了サービスを提供開始

　エレコム㈱は、最新の無線規格である Wi-Fi6 に対応し、Wi-Fi メッシュネッ
トワークが構築可能な e-Meshi ルーターのセットモデルなど 3 製品を 2020 年 9
月下旬より販売開始した。テレワークやオンライン学習の導入で自宅で作業す
ることが多い今、一部の部屋で電波の届きにくさを感じたり、複数の Wi-Fi 端
末で何時通信すると速度の低下を実感している方などに最適な Wi-Fi ルーター
である。今後発売予定の PS5 や iPad Air（第 4 世代）、iPhon11、iPhone SE（2020
年モデル）など Wi-Fi6 対応端末と本製品の組み合わせで従来よりも快適な通信
環境を手に入れることができる。また、本製品は e-Meshi ルーターと専用中継
器の組み合わせによりメッシュネットワークを構築可能。従来よりも広い Wi-Fi
エリアを確保できるだけでなく、複数端末の同時使用でも速度低下の少ない快
適な Wi-Fi 通信が可能である。インターネット通信においては、通信量が多く
ても高速で安定した通信が可能なIPv6 IPoE回線にも対応している。セキュリティ面では、トレンドマイクロ社セキュ
リティ「スマートホームネットワーク」を搭載するほか、お子様向けの安心機能も備えている。e-Mesh ルーター本
体＋専用中継器各 1 台のセットモデルは、設置するだけですぐに使えるスターターキットである。お問い合わせ先：
エレコム㈱　お問い合わせ URL: https://www.elecom.co.jp/support/access/

（出典 URL: https://www.elecom.co.jp/news/new/20200923-11/）

エレコムがｅＭｅｓｈルーターのセットモデルなど３製品を新発売

セットモデル :WMC-2LX-B
e-Meshルーター、専用中継器　各1台

　ソフトバンク㈱は、大阪市および AIDOR 共同体、一般社団法人 i-RooBO Network Forum と共同で、企業が 5G の技
術検証や体験を行える施設「5G X LAB OSAKA」を、大阪市の「ソフト産業プラザ TEQS」内に 2020 年 10 月 1 日に
オープンした。「5G X LAB OSAKA」は、2020 年 7 月 16 日に締結した「5G 関連ビジネスの創出に関する連携協定」に
基づいて、ソフトバンク、大阪市および AIDOR 共同体の 3 者が官民連携で運営する、5G 関連ビジネスの共創を目的
とした施設である。施設内には、「展示・体験ルーム」と「検証ラボ」を設置しており、企業は 5G のデモンストレーショ
ンを体験できる他、5G を活用した製品・サービスの検証などが無償で行える。また、5G 関連ビジネスの創出を目的と
して、開発支援やビジネスパートナーのマッチングなどのビジネスサポートも行う。「展示・体験ルーム」および「検
証ラボ」の利用は、法人のお客様を対象とした完全予約制。お申込み URL：https://teqs.jp/5gxlab　施設場所：大阪市
住之江区南港北 2-1-10　ATC ビル ITM 棟 6F「ソフト産業プラザ TEQS」　

（出典 URL: https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2020/20200930_01/）

ソフトバンクが５Ｇの技術検証や体験ができる施設「５Ｇ Ｘ ＬＡＢ ＯＳＡＫＡ」をオープン
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特集

総務省は、我が国の情報通信の現況及び情報通信政策の動向について国民の理解を得ることを目的として、「情
報通信に関する現状報告」（情報通信白書）を毎年作成・公表しています。
　「令和２年版情報通信白書」では、新型コロナウイルス感染症の拡大予防と経済活性化との両立が全世界で求
められている状況を踏まえ、「５Ｇが促すデジタル変革と新たな日常の構築」を特集テーマとして取り上げて
います。本特集では、「令和２年版 情報通信白書」本編507ページの中から業界関連を抜粋してご紹介します。
詳細は総務省ホームページ（https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/index.html）をご覧く
ださい。[出典：令和２年版 情報通信白書（総務省）]

総務省が「令和２年版 情報通信白書」を公表しました
～特集テーマ ５Ｇが促すデジタル変革と新たな日常の構築～

はじめに：新型コロナウイルス感染症の収束後の社会に向けて

■令和２年版 情報通信白書の目次

第 1 部　  特集：５Ｇが促すデジタル変革と新たな日常の構築

第１章　令和時代における基盤としての５Ｇ
第２章　５Ｇがもたらす社会全体のデジタル化
第３章　５Ｇ時代を支えるデータ流通とセキュリティ
第４章　５Ｇのその先へ

第 2 部　 基本データと政策動向

第５章　ＩＣＴ分野の基本データ
第６章　ＩＣＴ政策の動向

　2019 年 12 月、中華人民共和国湖北省武漢市において確認された「新型コロナウイルス感染症」は、グロー
バル化が進む人流・物流とも相まって、3 か月あまりで全世界へと感染が拡大していった。我が国においても、
国内の感染者数が 3 月末の時点で 2,100 名を超え、4 月 7 日には政府から緊急事態宣言が発出されるに至った。
この事態に対応するため、感染症に関する情報が、国、地方公共団体報道機関から通信や放送を通じて積極
的に発信されているほか、三密（密閉、密集、密接）を回避し、感染リスクを下げる目的から、不要不急の
外出やイベント開催の自粛が呼びかけられたことを受け、テレワークの導入やオンライン教育の実施、さら
にはオンライン診療に係る規制の緩和などが行われていった。情報通信技術（ICT）は、国民生活や経済活
動の維持に必要不可欠な “Essential Tech” として、これまで以上にその重要性が増してきている。
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第１章：令和時代における基盤としての５Ｇ

　2020 年 3 月、我が国においても 5G の商用サービスが開始された。折しも、世界各国では米国の “Industrial 
Internet”、ドイツの “Industry4.0”、中国の “ 中国製造 2025” に代表されるように、デジタル・トランスフォー
メーションが活発化しており、我が国においても 5G は、非常に重要な役割を果たすものと期待されている。
　遡ること 40 年以上前、我が国に最初に登場した移動通信システムは、大型で利用範囲が狭く、通信品質
も低い上に、機能も音声通話に限られ、利用料金も高額なものであった。その後、累次の技術革新や制度改
革によって様々な改善が図られたことで、移動通信システムは急速に世の中に普及していった。そして、我
が国では、2008 年に iPhone3G が登場して以降、スマートフォンの急速な普及に伴い、移動通信端末からの
インターネット接続が主流となったほか、様々なサービスがスマートフォン上で動作するアプリとして開発・
提供されたことによって、現在では、スマートフォンが生活必需品として定着していった。移動通信システ
ムは、通信基盤から生活基盤へと進化し、国民生活や経済活動に大きな影響を及ぼす存在となっている。
　5G が従前の移動通信システムと大きく異なるのは、4G までは、主に人がスマートフォン等の端末を用い
てストレスフリーな通信やよりリッチなコンテンツを楽しめるよう、高速・大容量化を遂げてきたのに対し、
5G は超高速・大容量に加えて、超低遅延及び多数同時接続といった要件を備えることにより、IoT の基盤と
しての活用、つまり、機械や車両等への搭載により産業や社会の効率化や利便性の向上、新たな付加価値を
創出するための基盤として活用が見込まれる点である。5G の登場によって、移動通信システムは生活基盤
から産業・社会基盤へとさらなる進化を果たし、我が国の経済成長や社会的課題の解決に貢献することが期
待されている。
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第２章：５Ｇがもたらす社会全体のデジタル化

　我が国には、少子高齢化をはじめ、エネルギー、環境、都市の過密と地方の過疎など、解決すべき問題が
山積みしている。とりわけ、我が国は人口の減少や急速な高齢化の進展によって、他国に先んじて社会的課
題に直面する「課題先進国」である。我が国が抱える社会的課題を解決し、国民生活や経済活動に必要な機
能を維持していくには、ICT の活用が必要不可欠であることは、過去の情報通信白書で何度も取り上げてき
たテーマである。
　特に地方は、都市部に比べて、人口の減少や高齢化がより深刻な状況にある。その結果、地域経済の担い
手が不足しているほか、住民の生活を支えるサービスの維持が困難となるなどの課題に直面している。働き
方、教育、医療・介護、インフラ・交通、産業振興、防災・減災など様々な地域課題が存在する中、各地域
は自身の特性や事情に合わせて、ICT の導入による課題解決を推進している。一方で各地域における取組の
内容は異なっても、持続可能な規模での取組、市民との協働、横展開を見据えた内容など共通するポイント
も存在しており、地方創生を推進する上でひとつの示唆となるだろう。
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第３章：５Ｇ時代を支えるデータ流通とセキュリティ

　社会全体のデジタル化の進展により、現実世界の
あらゆる場所において生成された膨大なデジタル
データが通信インフラを経由してサイバー空間に蓄
積されている。蓄積されたビッグデータは AI によっ
て解析され、得られた結果はデジタルサービス・ア
プリケーションを通して現実世界にフィードバック
される。フィードバックされた結果から業務の効率
化や利便性の向上、新たな価値の創造といったアウ
トカムが生み出され、様々な社会的課題の解決へと
つながるデータ主導社会が構築されることとなる。
　我が国の企業においても、IoT デバイスの普及に
より、様々なデジタルデータの取得が容易となった
ことで、事業活動を通じて取得したデジタルデータ
を活用した業務効率の向上や意思決定の迅速化・正
当化が進んでいる。

第４章：５Ｇのその先へ

　5G の社会実装によって、現実世界（フィジカル空間）とサイバー空間の間でのデジタルデータの送受信が、
より高速に、より大量に、遅延を極小化して行えるようになる。サイバー空間とフィジカル空間が一体化す
るサイバー・フィジカル・システム（CPS）が実現し、データを最大限活用したデータ主導社会への移行が
進んでいくこととなり、様々な社会課題解決と経済成長を両立する「Society5.0」が実現することとなる。
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第５章：ＩＣＴ分野の基本データ

　情報通信産業の生産活動に当たっては、様々な産業からの中間投入が行われ、これら産業において付加価
値（= 営業余剰、雇用者所得等）や雇用を創出する。このような情報通信産業の経済波及効果をみると、付
加価値誘発額は 859.0 万人となっている。情報通信産業の付加価値誘発額は 8 種類の主な産業の中で最も大
きくなっているとともに、雇用誘発数については、産業の裾野が広いとされる「輸送機械」の雇用誘発数
より多くなっている。ただし、2001 年時点での情報通信産業の付加価値誘発額は 73.8 兆円、雇用誘発数は
992.5 万人であった。2000 年から 2018 年にかけて、情報通信産業の実質国内生産額は 87.0 兆円から 101.4 兆
円へと増加しているにもかかわらず、2018 年には雇用誘発数は減少しており、情報通信産業による雇用誘発
力は小さくなったことが分かる。

第６章：ＩＣＴ政策の動向

　総務省では、障害や年齢によるデジタル・ディバイドの解消を目的に、通信・放送分野における情報バリ
アフリーの推進に向けた助成を実施している。ICT リテラシーの向上を目的とした施策としては、高齢者や
障害者が、デジタル活用の恩恵を受け、より豊かな生活を送ることができるようにするため、ICT 機器・サー
ビスの利用方法について、高齢者等が身近な場所で相談や学習を行えるようにする「デジタル活用支援員」
の仕組みの検討を行っている。
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社内外から多くの人が集まるオフィスは｢３密｣（密
閉 ･ 密集 ･ 密接）状態になりやすく、ともすれば感
染拡大の温床となりかねない｡ ３密を回避するため、
政府は経済界に対し、従業員の在宅勤務率の引き上
げを要請している。
　しかし、個人情報を扱う業務など、オフィスに出
社しなければできない仕事もある｡ 生産性などへの
懸念から、そもそもテレワークに前向きではない企
業も少なくない｡ 続々と人が戻ってきているオフィ
スも増えているなか、従業員や取引先の安全安心を
どう守ればいいのか｡ 今､ IoT がコロナ対策としてオ
フィスで活躍し始めている。

■非接触で発熱の人をふるい分け
オフィスでの感染拡大を防ぐ第一歩は､ 感染の疑

いのある人をできるだけビル内に立ち入らせないこ
とだ。
　その方法の 1 つとして､ 入館ゲートや受付で従業
員や来訪者 1 人ひとりに対する検温の実施がある。
しかし、警備員や受付スタッフなどにとっては、大
きな負荷がかかるだけではなく、多数の人と接触す
ることになるため感染リスクも高まる。
　そこで新型コロナウイルスの感染の広がりととも
に体表温度を測定する ICT ソリューションが多くの
企業から提供されている。
　非接触で検温するのに適しているのがサーマルカ
メラだ｡ サーマルカメラが映し出す映像（サーモグ
ラフィ）は、温度が高い部分は赤く、低い部分は青
く表示されるので､ 体温が高いと赤い部分が大きく
なる｡ 発熱の疑いのある人をスクリーニング（ふる
い分け）する作業の自動化により、管理者の負荷を
軽減することができる。
　ただ､ サーマルカメラは身体表面の温度を測定す
る機器であり、体温を計測するものではない｡ 一般
的に体表温度は体温より約 1 ～ 2 度低く測定される
が､ 測定時あるいは測定前の環境の影響を受けやす

い｡ 例えば炎天下を歩いてきた後などは､ 直射日光
にさらされた黒髪の熱さに反応し､ 高めに計測され
る傾向がある。
　こうした課題を解決するのが、ソフトバンク子会社
JCVのAI温度検知ソリューション｢SenseThunder｣だ。
　画像認識技術を用いて人間の額の位置を特定｡ 額
の複数点を測定し、その中で一番高い温度を体表温
度とする。この体表温度と体温､ 室温の 3 種類のビッ
グデータでディープラーニングした AI アルゴリズム
を用いて周囲の環境の影響などを勘案し体温を推定
するが､ 脇の下の体温との誤差は± 0.3 度とほぼ正確
に測定できるという。
　｢混雑時など複数人を同時に測定するようなケー
スでは、設定値を超えているのが誰なのか判別でき
なくなる可能性がある｣ と NEC デジタルプラット
フォーム事業部マネージャーの薄井佑介氏は指摘す
るようにサーモグラフィだけでは発熱している人が
“ すり抜け ” てしまう可能性もある。
　そこで NEC が 8 月に提供を開始した ｢感染症対策
ソリューション｣ は、サーマルカメラによる体表温
測定と同時に可視光カメラによる顔認証を実施する。
設定値を上回る体表温度の人物が検知された場合､
顔情報と合わせて管理者に通知し、対象者に検温を
促すことができる。
　体表温測定を顔認証と組み合わせることで､ 設定
値以上の人物を社員データベースや入館手続きの情
報と紐付けて効率的に検出するとともに館内への連
絡をスムーズに行える。また、自動化により警備員

業界特集

多くの人が集まるオフィスは、新型コロナウイルスの感染拡大の温床となりかねない｡ 混雑度検知や CO2測定、
タッチレス化など、IoTを活用した安心して働けるオフィス創りが不可欠だ。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

コロナに打ち克つオフィス創り
ＩｏＴ活用で「３密」を回避

ＮＥＣ
デジタルプラットフォーム事業部
マネージャー
薄井佑介 氏
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などが常駐する必要がなくなるため、省人化にもつ
ながるという。
　感染症対策ソリューションは、可視光 ･ サーマル
一体型カメラにより顔認証と体表温測定をオンプレ
ミスで実施する ｢ベーシックモデル｣ と、可視光カ
メラで顔検出、サーマルカメラで体表温を測定し、
クラウド上で顔認証を行う ｢クラウドモデル｣ を提
供する。
　入場ゲートが複数ある大規模ビルや､ 本社以外に
複数の拠点に支社や支店のある大企業などは、ゲー
トごとや拠点ごとにサーバーを持たなくてもクラウ
ド上のサーバーでまとめて顔認証を行えるクラウド
モデルが適するという。

■カメラ映像で混雑度を判定
　感染症対策ソリューションは、映像分析技術の活
用によるマスク未着用検知や入場者数カウントなど
を追加した｢多機能プラン｣の提供も予定している（図
表1）。
　マスク未着用者を検知して声掛けをしたり、入館
者数を計測し一定数を超えた場合にアラートを発し

て入館を制限することで､ 入口という “ 水際 ” で感染
リスクをさらに低減させることが可能になる。
　映像による人数検知や混雑度検知は､ オフィス内
でも有効だ。
　｢緊急事態宣言の解除後、オフィスに人が戻り始め
る中で､ 密な状態を回避するため映像を使った管理
運用ニーズが高まっている｣。こう話すのは、キヤノ
ンマーケティングジャパン（キヤノン MJ）NVS 企
画本部 NVS 企画部 NVS 商品企画第一課チーフの丸
山祥史氏だ。

広い執務エリアの密集度や会議室の入室人数を人
間が目視でリアルタイムに把握するには限界がある。
　キヤノン MJ の ｢オフィス密集アラートソリュー
ション｣ は、ネットワークカメラと ｢People Counter 
for ACAP｣「AXIS Queue Monitor｣ といった映像解
析ソフトウェアを使い、指定エリア内の人数をカウ
ントしたり、混雑状況を検知して視覚化する｡ 常時
モニタリングするとプライバシーの問題が発生する
が､ 個人を特定できないようにシルエット表示する
機能も備える（大規模オフィス向けオプション）。
　複数のビルに拠点が分かれているような場合でも、

図表1　「感染症対策ソリューション」多機能モデルの活用イメージ

図表2　「オフィス密集アラートソリューション」
　　　　（大規模オフィス向けパッケージ）のシステム構成図

キヤノンマーケティングジャパン
ＮＶＳ企画本部　ＮＶＳ企画部
ＮＶＳ商品企画第一課
チーフ
丸山祥史 氏
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遠隔から一元的にモニタリングすることが可能だ。
　オフィスビルをはじめ、駅や空港など公共施設の
ように人が集まる場所において､ 人と人が十分な距
離（ソーシャルディスタンス）を保っているかどう
かを映像解析により可視化する技術も開発されてい
る。
　NEC の ｢ソーシャルディスタンシング判定技術｣ は、
ネットワークカメラが撮影した映像内にいる人物に
対し半径 1m（cm 単位で設定可能）を表す円を描き、
十分な距離を確保している場合は青色、円が重なっ
ている（密集している）場合は赤色で表示する。また、
赤色の円の割合を計算することで、ソーシャルディ
スタンシング指数密集（度）をリアルタイムに示す
ことも可能だ。これにより、一目で混雑状況を把握
することができる。

キヤノンマーケティングジャパンの「オフィス密
集アラートソリューション」は、ネットワークカメ
ラと映像解析ソフトウェアを使い、人数をカウント
したり混雑状況を視覚化する

■室内の CO2 を継続的に測定 ･ 可視化
　オフィスの会議室などは、｢３密｣ の 1 つである「換

気の悪い密閉空間｣ にもなりやすい。
　一般的に室内の二酸化炭素（CO2）濃度が 1000ppm
以下であれば､必要換気量（1 人当たり毎時 30 立方ｍ）
を確保しているとみなすことができ、｢換気の悪い密
閉空間｣ には該当しないとされる。
　ただ､ 空気は目に見えないだけに自分のいる空間
がどのくらい換気されているのかは分かりづらい。
　カンブリアンロボティクスは、自社開発の IoT プ
ラットフォーム ｢obniz（オブナイズ）｣ を活用した ｢
換気状況の定量 ･ 可視化サービス｣ を提供している。
　CO2 測定センサーを使って空間中の CO2 濃度を継
続的に測定｡ クラウドに集まったデータを BLE ゲー
トウェイ経由で可視化する。
　CO2 の現在値や推移､ 過去の換気履歴などが分か
りやすいグラフで表示され、スマートフォンや PC か
ら確認することができる｡ 換気不良を検知した際に
は、メールやチャットで通知する機能も備える。
　｢具体的な数値で表示されるので、室内の換気状況
を客観的に把握することができる｣ とカンブリアン
ロボティクス社長の佐藤雄紀氏は説明する。
　このため、換気の頻度や適切な時間を把握し、室
内環境を一定状態に保つサイクルを構築することが
可能になるという。
　ウフルの ｢３密可視化システム｣ は、VOC（揮発
性有機化合物）センサーを使って eTVOC（室内環境
下における総揮発性有機化合物濃度）から CO2 濃度
相当値を測定｡ 屋内に人が集まると濃度の値が高く
なる性質を利用し､ 密閉空間かどうかを判定する。
　さらに騒音センサーや人感センサーにより、密接
状態や密集状態かどうかも測定することが可能だ。

■既設のドアをタッチレス化
　オフィスにおける感染予防には、「３密」の回避に
加えて､ マスクの着用やうがい ･ 手洗いの徹底といっ
た衛生管理も重要になる。
　衛生面で意外と見落とされがちなのが、ドアのレ

カンブリアンロボティクスの「換
気状況の定量・ 可視化サービス」
は、スマートフォンや PCから
CO2の現在値や推移、過去の換
気履歴などを確認することがで
きる

カンブリアンロボティクス社長
佐藤雄紀 氏

キヤノンマーケティングジャパンの「オフィス密集アラートソ
リューション」は、ネットワークカメラと映像解析ソフトウェア
を使い、人数をカウントしたり混雑状況を視覚化する
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バーハンドルやノブの消毒だ｡ 頻繁に接触する箇所
であるだけにこまめな消毒が欠かせない。しかし、
誰かが入退室するたびに消毒していたのでは、手間
がかかりすぎる。
　そうした悩みを解決するのが、フォトシンス
｢Akerun 入退室管理システム｣ の新機能 ｢タッチレ
スエントリー ･ ソリューション｣ だ。
　Akerun 入退室管理システムは、サムターン錠に対
応した ｢Akerun Pro｣ と電気（電磁）錠に対応した
｢Akerun コントローラー｣ で構成され、既設のドア
に後付けでスマートキー化することができる。
　タッチレスエントリー ･ ソリューションは、この
Akerun コントローラーとドアクローザーを連携させ
ることで､ IC カードを NFC リーダーにかざしたり
スマートフォンの専用アプリを通信するだけで、ド
アの解錠や開閉を行えるようになる。
　非接触でドアを開閉する方法の 1 つに自動ドアが
あるが､ 既設のドアを自動ドアに取り替えるには数
百万円ほどの費用がかかる。タッチレスエントリー・
ソリューションも工事費用が発生するが、「自動ドア
の 10 分の 1 程度のコストで導入することができる」
とフォトシンスセールス ･ マーケティング部部長の
板倉大樹氏は述べる。
　タッチレスエントリー ･ ソリューションは、「直接
触れずにドアを開け閉めできたら便利だよね」とい
うエンジニアの “ 遊び心 ” が開発のきっかけだ。
　その後､ 新型コロナウイルスの感染拡大により、
オフィスのドアを非接触で開閉できるソリューショ
ンを求める声が多くの企業から寄せられたことから
急きょ製品化､ 8 月に提供開始した。ビル管理会社を
はじめ、幅広い業種から引き合いがあるという。

　Akerun 入退室管理システムは、クラウド上で鍵の
発行 ･ はく奪といった権限管理だけでなく、入退室
データの取得 ･ 保持も行う。
　このデータを基に「誰が何時何分に出社した」と
いった情報を Web 管理画面やスマホの専用アプリか
ら確認することが可能だ｡ また､ API を使って､ 外
部の勤怠管理システムなど様々なアプリケーション
と連携することもできる。
　従来は､ 労働基準法の改正を受けて､ 社員の労務
管理を目的に導入する企業が多かった。しかしコロ
ナ以降は､ 社員の出社状況を把握し､ 密な状態を回
避するために導入する企業が増えている。
　フォトシンスの社内では、ビジネスチャットツー
ル ｢Slack｣ との連携により、全社員が PC やスマ
ホからオフィスの出社状況を確認することができる。
板倉氏自身､ 管理者という立場上､ 誰が出社してい
るかを Slack からリアルタイムにチェックしており、
｢人数が多い日は在宅勤務に切り替えるようにしてい
る｣ という。
　ドアの開閉以外に接触感染のリスクが高いのが､
照明の壁スイッチだ｡ 特にトイレや会議室､ 給湯室
などは人の出入りが頻繁なため、スイッチをオン ･
オフする機会が多い。
　そうした場所には人感センサーを設置すれば自動
的に点灯 ･ 消灯するので､ 接触感染のリスクを減ら
すことが可能だ。
　非接触や自動化は､ 新型コロナウイルスに有効な
対策といえる。 IoT がその実現に大きな役割を果た
すことが期待できそうだ。

（出典：テレコミュニケーション September 2020）

フォトシンス「Akerun入退室管理システム」は、
入退室データを基に社員の出社状況を把握するこ
とができる

「タ ッ チ レ ス エ ン ト
リー・ソリューション」
は、既設のドアを簡単
にタッチレス化するこ
とができる

フォトシンス
セールス・マーケティン
グ部
部長
板倉大樹 氏
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新製品・新サービス

パナソニック LSネットワークス㈱がポートあたり最大90Ｗの大容量給電を
実現する PoE++対応のスイッチングハブを発売

パナソニック LSネットワークス㈱は Wi-Fi6対応の高速無線 AP（アクセスポイント）や高画質・高機能なネット
ワークカメラなど大容量給電が必要な PoE受電機器の市場拡大を狙い、ポートあたり最大90Wの大容量給電を
実現する PoE++対応のスイッチングハブ 1ギガタイプを2020年11月30日に発売します。
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INFORMATION

令和２年度優秀施工者国土交通大臣顕彰を
建設マスター６名・ジュニアマスター２名が受賞

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

技術を持ち、後進の指導・育成等に多大な貢献をし

ている建設技能者の方を対象として、平成 4 年より
優秀施工者建設大臣顕彰を、また平成 13 年度から
は「優秀施工者国土交通大臣顕彰」に名称を変更し
て授与しています。令和２年度の被顕彰者 455 名の
うち、「電気通信工」部門では情報通信設備協会会
員から 6 名が選ばれました。優秀施工者は、建設工
事における名人、親方、師匠、熟練者であることから、
通称［建設マスター］と称されています。

また、平成 27 年度から建設マスターに達するま
での技能向上のインセンティブを与えることを目的
として、優秀な技能・技術を持ち、今後更なる活躍
が期待される青年技能者の方々を対象とした顕彰制
度［建設ジュニアマスター］が開始され、「青年優
秀施行者土地・建設産業局長顕彰」被顕彰者 109 名
のうち、2 名が選ばれました。

今年度の顕彰式につきましては、新型コロナウイ
ルスの国内感染状況及び全国的な移動による感染拡
大リスクを考慮し、開催はとりやめになりました。

■「建設マスター」「建設ジュニアマスター」について

　［建設マスター顕彰基準］

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

［建設ジュニアマスター顕彰基準］

　①技術・技能が優秀であること。
　②工事施工の合理化等に貢献していること。
　③将来その活躍が一層期待されること。

　④安全・衛生の向上に貢献していること。
　⑤他の建設現場従業者の模範となっていること。

［選考方法］

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

受賞者紹介

［優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）］

◎畑野 義昭 氏　

会員名：サンワコムシスエンジニアリング株式会社
（関東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　電気、電気通信工事に多く係り、第一種電気工事
士、工事担任者、監理技術者（電気通信）、1 級電気
工事施工管理技士、電気通信主任技術者の取得など
努力を積み長年にわたって職務の従事により養った
電気、電気通信工事の知識技能を有している。取得
資格は、工事担任者（アナログ・デジタル総合種）、
電気工事士（第 1 種）、電気通信主任技術者（伝送
交換）、電気工事施工管理技士（1 級）等。

◎猪飼 昌史 氏

会員名：大和電設工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地：京都府京都市
主な推薦理由：
　情報通信設備工事に従事し、多数の現場を経験す
ることにより、広範囲の知識と経験を積み、業務上
必要な国家資格及び技術資格を取得することによ
り、日々発展する情報技術に対応し、他の模範とな
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るよう努めている。取得資格は、フルハーネス型安
全帯使用作業特別教育、職長・安全衛生責任者、高
所作業者（10m 未満）、低圧電気工事取扱特別教育、
工事担任者 AI・DD 総合種、情報通信エンジニア、
VoIP コンストラクタ資格、NEC UNIVERGE CE ラ
イセンス等。

◎辻尾 友宣 氏

会員名：大和電設工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地：京都府京都市
主な推薦理由：
　情報通信工事に多年にわたり従事し、その蓄積さ
れた知識、技能は、広範囲で、また業務上必要な国
家資格及び技術資格を積極的に習得し、日々進歩す
る情報技術に対応し、他の模範となるよう自己研鑽
に努めている。取得資格は、工事担任者 AI・DD 総
合種、情報通信エンジニア（ビジネス　ゴールド）、
NEC UNIVERGE CE ライセンス、Aspire マイスター
資格等。

◎池田 圭一 氏

会員名：株式会社ネット・エックス（中国地方本部
会員）
所在地：広島県広島市
主な推薦理由：
　長年に渡り通信インフラの整備に係るケーブル敷
設並びに結線、延伸工事に携わり高い技術を持って
高品質の施工、保守業務を遂行している。技能並び
に技術講習に積極的に参加すると共に、高位の資格
試験にも積極的にチャレンジを行い多くの有力資格
を取得している。取得資格は、第 1 級有線テレビジョ
ン放送技術者、工事担任者（アナログ・デジタル総
合種）、電気通信主任技術者（線路）、第 1 種衛生管
理者、第 1 級 CATV 等。

◎吉原 恭也 氏

会員名：株式会社エフォートシステム（中国地方本
部会員）
所在地：広島県広島市
主な推薦理由：
　電気通信工事に係る工事に幅広く携わり、電気・
通信・無線等の資格を取得、建設業の技能講習受

講など積極的に取り組み、長年培った知識技能を有
している。無線装置や通信機械の据付から試験調整、
運用設備への切替作業まで一貫して対応できる技能
に優れている。取得資格は、第 1 級陸上特殊無線技士、
第二種電気工事士、あと施工アンカー等。

◎入部 仁志 氏

会員名：株式会社立芝（中国地方本部会員）
所在地：広島県広島市
主な推薦理由：
　長年に渡り電気通信システムの施工に携わり高い
技術力を持って高品質の施工・保守を提供している。
技能並びに技術講習に積極参加するとともに資格試
験にチャレンジし有力資格を数多く取得している。
資格取得は、監理技術者資格、第二種電気工事士等。

［青年優秀施工者土地・ 建設産業局長顕彰（建設ジュ

ニアマスター）］

◎伊井野 耕介 氏　

会員名：サンワコムシスエンジニアリング株式会社
（関東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　電気通信設備の構築工事に多く係り、資格と経
験から得た広い知識と技術を有している。当初は、
NW 構築業務に携わり CCNA、CCNP、MCP、LPI
などのネットワーク、サーバー系の資格を取得して
おり、その後通信設備の設置工事に携わるように
なると第 1 級陸上特殊無線技士、工事担任者（AI・
DD 総合種）、第一種電気工事士など業務内容に合わ
せた資格を取得し技術の幅を広げている。

◎白井 邦広 氏

会員名：大和電設工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地：京都府京都市
主な推薦理由：
　情報通信設備工事に従事し、多数の現場を経験す
ることにより、広範囲の知識と経験を積み、業務上
必要な国家資格及び技術資格を取得することにより、
日々発展する情報技術に対応し、他の模範となるよ
う努めている。取得資格は、工事担任者 AI・DD 総
合種、電気工事士 2 種、第１級陸上特殊無線技士等。
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総務財務委員会
委員会役職 氏名 所　属 本部役職 地方役職 会社名
委 員 長 井上　　新一 東　海 副理事長 本 部 長 第一電話設備㈱
副委員長 阿部　　准定 九　 州 理 事 本 部 長 エフビットコミュニケーションズ㈱
委 員 長谷川　浩正 関　東 理 事 本 部 長 日興テクノス㈱
委 員 木村　　清高 関　東 幹  　事 ㈱群電
委 員 酒井　　章治 東　海 幹　  事 一宮電話興業㈱
委 員 岸村　　智志 関　西 副本部長 三和通信工業㈱
委 員 関東　　範一 東　北 ㈱エボットサービス

広報委員会
委員会役職 氏名 所　属 本部役職 地方役職 会社名
委 員 長 栩谷　　晴雄 関　西 副理事長 本 部 長 大和電設工業㈱
副委員長 松山　　　仁 関　東 理 事 副本部長 日本通信設備㈱
委 員 山田　　恭郎 東　海 副本部長 三友電子㈱
委 員 松本　　正幸 関　西 副本部長 ㈱岩通サービスセンター
委 員 渡邊　　秀治 四　 国 理 事 本 部 長 ㈱イオタオーエーシステム

教育委員会
委員会役職 氏名 所　属 本部役職 地方役職 会社名
委 員 長 藤田　　義明 東　海 理 事 副本部長 ㈱ＴＴＫ
副委員長 塚本　　　豊 関　東 理 事 副本部長 ㈱レイコム
委 員 河内　　康志 信　越 幹  　事 北陸電々㈱
委 員 西部　　伸治 東　海 メイワトラストテック㈱
委 員 髙木　　　健 関　西 幹　  事 タカギエレクトロニクス㈱
委 員 田坂　　剛樹 中　 国 幹  　事 ㈱エフォートシステム

業務委員会
委員会役職 氏名 所　属 本部役職 地方役職 会社名
委 員 長 長谷川　浩正 関　東 理 事 本 部 長 日興テクノス㈱
副委員長 髙瀬　　幸雄 関　東 理 事 幹　  事 埼玉アンテナシステム㈱
委 員 櫛谷　　　努 信　越 幹  　事 クシヤ株式会社
委 員 恒川　　純次 東　海 地方監事 朝日電気工業㈱
委 員 田中　　優治 北　陸 副本部長 かがつうシステム㈱
委 員 吉本　　幸男 関　西 理 事 常任幹事 エフビットコミュニケーションズ㈱
委 員 竹中　　　光 中　 国 副本部長 伍永通信㈱
委 員 麓　　　　譲 四　 国 地方監事 エース電子サービス㈱
委 員 阿部　　准定 九　 州 理 事 本 部 長 エフビットコミュニケーションズ㈱
委 員 東條　　英紀 東　北 幹  　事 東條テレコム㈱
委 員 池田　　昌和 北海道 副本部長 扶桑電通㈱　北海道支店

2020年度　委員会名簿

次の通り2020年度の常設委員会メンバーをご紹介します。
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新会員（2020年8月27日～10月31日）

■賛助会員

◎　会社名　　�APRESIA�Systems株式会社
　　　　　　　（2020年8月27日入会）
　　所在地　　東京都中央区　
　　代表者　　末永　正彦　　
　　TEL　　　03-6369-0400
　　事業内容　 情報システム製品及びソフトウェア

の開発・製造・販売並びに保守
　　URL　　　https://www.apresiasystems.co.jp/

■通常会員

◎　会社名　　�JFEコムサービス株式会社
　　　　　　　（2020年8月27日入会）
　　所在地　　東京都台東区　
　　代表者　　國安　誠　　
　　TEL　　　03-5823-5051
　　事業内容　 電話設備販売・施工
　　　　　　　ネットワーク関連工事
　　URL　　　https://www.jfe-comservice.co.jp/

◎　会社名　　株式会社中部デジタル通信
　　　　　　　（2020年8月27日入会）
　　所在地　　名古屋市中村区　
　　代表者　　大塲　良太郎　　
　　TEL　　　052-419-0300
　　事業内容　 ビジネスホン・PBX等の電話設備

の施工
　　　　　　　 カメラ・UTM等のセキュリティの

構築
　　　　　　　CATVの施工
　　URL　　　http://c-digital.co.jp/

◎　会社名　　�株式会社秋本通信サービス
　　　　　　　（2020年8月27日入会）
　　所在地　　札幌市東区　
　　代表者　　秋本　崇　　
　　TEL　　　011-733-5520
　　事業内容　 火災報知設備、放送設備、インター

ナースコール、テレビ共聴設備等の
施工業務、保守点検業務、販売業務

　　URL　　　https://www.ats-sapporo.co.jp/

◎　会社名　　システムサービス株式会社
　　　　　　　（2020年8月27日入会）
　　所在地　　札幌市白石区　
　　代表者　　太田　竜　　
　　TEL　　　011-811-2223
　　事業内容　総合弱電設備・設計・施工・保守
　　　　　　　（視聴覚・情報・通信・防災・防犯設備）
　　URL　　　http://www.sys-service.co.jp/

◎　会社名　　光情報通信株式会社
　　　　　　　（2020年8月27日入会）
　　所在地　　札幌市白石区　
　　代表者　　南部　賢　　
　　TEL　　　011-862-9559
　　事業内容　携帯基地局工事、キャリアアクセス

工事及び保守
　　URL　　　http://hikari-j.co.jp/

◎　会社名　　株式会社協和エクシオ��北海道支店
　　　　　　　（2020年10月9日入会）
　　所在地　　札幌市中央区　
　　代表者　　酒井　浩一　　
　　TEL　　　011-596-6500
　　事業内容　通信インフラ事業、都市インフラ事

業、システムソリューション事業
　　URL　　　https://www.exeo.co.jp/

◎　会社名　　株式会社ネクストジェン　
　　　　　　　北日本営業所
　　　　　　　（2020年10月9日入会）
　　所在地　　札幌市白石区　
　　代表者　　林　誠　　
　　TEL　　　011-813-6060
　　事業内容　IP電話システムに関わるソフト

ウェア、ハードウェアのソリュー
ション提供

　　URL　　　https://www.nextgen.co.jp/

（一社）情報通信設備協会 東海地方本部　事務所移転のご案内

新住所　〒 460-0011
　　　　愛知県名古屋市中区大須 4-2-40  東泉ビル 2A
　　　　TEL　052-253-7868（変更なし）
　　　　FAX　052-253-7869（変更なし）

業務開始日　2020 年 11 月 4日（水曜日）　
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委員会・理事会等模様

2020 年度　第 3 回理事会模様
１．日時　　　2020 年 8 月 27 日（木）
　　　　　　　13 時 30 分～ 14 時 00 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 11 対地接続）
３．出席者　　小椋敏勝会長、今井秀昭理事長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長、
　　　　　　　長谷川浩正、松山　仁、藤田義明、
　　　　　　　吉本幸男、渡邊秀治、阿部准定、
　　　　　　　竹内　聰、渡辺敏郎　の各理事
　　　　　　　平野　毅、吉田孝治、石田延章　
　　　　　　　の各監事
4．小椋会長挨拶要旨

6 月 17 日の定時総会後の理事会で会長に就任しま
した小椋でございます。こういう状況ですので、ま
だ皆様のお顔を拝見できないのは非常に残念に思っ
ております。

私自身、当協会の業務についていえば全くの素
人でございますので、一から勉強をしなければいけ
ないと思っておりましたところ、先程も話がありま
した通り、山内専務理事が急逝されました。私とし
ましては、業務の把握を専務理事から教えてもらう
事が出来ないという状況の中にありますが、当然の
ことながら会長としての職務を全うしなければいけ
ませんので、色々と勉強させていただいております。
今井理事長を筆頭として、理事の皆様にはそういう
面からも、これから色々とお世話になります。それ
から各委員会、委員長を含めた委員の皆様、そして
何よりも全国の会員の皆様に色々と教えていただき
ながら、当協会が一歩でも二歩でも前に進む為に、
私として出来ることは全力を尽くしてやっていきた
いと思っておりますので宜しくお願いいたします。
5．今井理事長挨拶要旨

理事長の今井でございます。第 3 回の理事会となり
ますが、先だっての定時総会から時間が経っての開催
となりました。緊急事態宣言を受け、収束感が見えた
のか見えないのかのコロナ禍の中で、通年の活動が出
来ない、スタートダッシュが切れてないという状況と
なっております。そういった中で、これからも皆さん
のご意見を頂いて力を合わせて、私自身も勉強しなが
らこの協会を盛り上げていくように努めていきたいと
思いますので宜しくお願い致します。

6．議事内容
（審議事項）
　2020 年度第 3 回理事会議題について次のとおり審
議した。

（1）委員会委員長の選出について
　松島事務局長は、資料 -1「委員会委員長の選出」
について説明し、議長が議場に諮ったところ全員
異議なく承認議決した。なお、選任された委員長
は全員就任を承諾した。
総務財務委員長　　井上　新一
広報委員長　　　　栩谷　晴雄
教育委員長　　　　藤田　義明
業務委員長　　　　長谷川　浩正

（2）会員の入会について
　松島事務局長は、資料 -2「会員入会について」
を説明し、議長が議場に諮ったところ全員異議な
く承認議決した。入会は賛助会員 1 社と通常会員 5
社で下記のとおりとなっている。
賛助会員　APRESIA Systems 株式会社
通常会員　株式会社中部デジタル通信
通常会員　JFE コムサービス株式会社
通常会員　システムサービス株式会社
通常会員　株式会社秋本通信サービス
通常会員　光情報通信株式会社

（報告事項）
（1）ITCA セミナーについて

今井理事長より ITCA セミナーを 11 月 18 日に開
催を予定しているが、今までのように集合型式で
良いのかを各理事に意見を求めたところ、栩谷副
理事長から ITCA セミナーは配信方法を検討して
やるべきだとの意見があったので、ITCA セミナー
合同委員会において検討することが報告された。

（2）総務省への訪問について
　今井理事長より総務省総合通信基盤局に会長、
事務局長と訪問した旨の報告がなされた。

（3）山内専務理事の退職慰労金について
　今井理事長より、山内専務理事の退職慰労金に
ついては、明日、総務財務委員会で審議をし、　後
日に理事会での審議となる旨の報告がなされた。
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2020 年度　第 2 回総務財務委員会模様
１．日時　　　2020 年 8 月 28 日（金）
　　　　　　　14 時 00 分～ 14 時 10 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 5 対地接続）
３．出席者　　井上新一総務財務委員長、
　　　　　　　阿部准定副委員長、
　　　　　　　長谷川浩正委員、木村清高委員
４．議題

（1）委員の選任について
（2）退職慰労金の支給について

2020 年度　第 1 回広報委員会模様
１．日時　　　2020 年 9 月 14 日（月）
　　　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋地方本部及び自席）
３．出席者　　栩谷広報委員長、
　　　　　　　松山副委員長、
　　　　　　　山田委員、渡邊委員、松本委員、
　　　　　　　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、
　　　　　　　渡辺中国事務局長、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、
　　　　　　　松島事務局長
４．議題

（1）「ITCA」2020 年 11 月 発行について
　　①（Vol.60）発行スケジュール
　　②（Vol.60）原稿一覧（案）
　　③地方本部だより執筆一覧
　　④ FRONT VOICE　執筆者一覧
　　⑤地方本部研修・セミナー・イベント報告
　　⑥地方本部掲載記事調査票
　　⑦特集一覧
　　⑧その他

（2）2020 年度会員名簿発行について
　　①広告掲載事前受付の中間報告について
　　②会員名簿作成について
　　③会員名簿の掲載内容確認宛の依頼文
　　④会員名簿記載内容調査票見本
　　⑤会員名簿発行線表
　　⑥その他

（3）2020 年度 ITCA セミナーについて
（4）その他

地方本部 　イベント報告

北海道

日程 2020 年 10 月8日（木）
時間 8：45 ～ 14：00

会場 札幌国際カントリー倶楽部（島松コース）

■北海道地方本部　懇親ゴルフ会の開催
　２０２０年度に計画していた会員相互の親睦・懇親会
が新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止しておりま
したが、感染防止策の徹底により一定の防止策が見えて
きたことから、屋外での懇親ゴルフ会を企画し実施しまし
た。樹木も紅葉する晴天の下、参加者２０名で開催しま
した。

　表彰式は三密を避け５０人収容のコンペルームを借り、
間隔を開けたテーブルセッテングを行い実施しました。
　表彰式では、優勝者（株）協和エクシオの酒井様か
ら優勝の弁と、今年度、新規加入会員の皆様から自己
紹介をして頂き親睦を深めました。最後に山田副本部長
から参加された皆様へのお礼と情報通信設備協会の更
なる発展と、会員結束を強めるユーモアあふれる挨拶を
頂き和やかなムードの中散会となりました。

優勝賞品の授与模様参加者との記念撮影 山田副本部長の挨拶模様
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ITCA事業施策状況一覧

ITCAvol60本文.indd   26 2020/11/06   14:20



27

ITCAvol60本文.indd   27 2020/11/06   14:21



28

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	  
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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
　ニューノーマル時代の新たな企業ネットワーク実現への取り組み
富士通株式会社　ネットワークソリューション事業本部　エグゼクティブディレクター 梶原 康弘
■地方本部だより
　東日本大震災からまもなく10年　津波被災地の復興と福島の今
一般社団法人情報通信設備協会　東北地方本部　事務局長 佐々木 勝夫

■特集
総務省が「令和２年版　情報通信白書」を公表しました

　～特集テーマ　５Gが促すデジタル変革と新たな日常の構築～
■業界特集
コロナに打ち克つオフィス創り

　IoT活用で「３密」を回避
■新製品・新サービス
パナソニックLSネットワークス㈱がポートあたり最大90Wの大容量給電を

　実現するPoE＋＋対応のスイッチングハブを発売

   

2020.11  vol.60

一般社団法人 情報通信設備協会

　一般社団法人 情報通信設備協会

北海道地方本部

東北地方本部

東海地方本部関西地方本部四国地方本部

信越地方本部

北陸地方本部中国地方本部

九州地方本部
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関東地方本部 〒104-0042
 

東京都中央区入船2-9-5 HKビル5階  TEL 03-5244-9700 kanto@itca.or.jp

信越地方本部 〒950-0901
 

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4-2-40 東泉ビル2A 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 オオエスビル4F  

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

本業界特集で「コロナに打ち克つオ
フィス創り」としてIoTを活用した製品
を掲載しておりますが、コロナ禍におけ
るオフィス創りが注目されています。某
オフィスメーカーが感染拡大を防ぐ5つ
のポイントを紹介していました。①「距
離」ワークポイントの距離を2m以上と
る。②「空間」一人当たりの距離をでき
るだけ広く設定する。③「換気」換気
量の確保や空気清浄する。④「非接
触」共用エリア・共用物をできるだけ非
接触にする。⑤「動線」十分な通路幅
を確保する。5つを実践するには余裕
のあるオフィスでないと難しいと思いま
すが、工夫次第で感染拡大を防げると
思います。協会本部でもオフィスの模
様替えをして、机の前に飛沫感染を防
ぐアクリル板を設置しました。

（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
　松島　健一
　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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