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コロナ感染者数が冬の訪れとともに
増え続け、2回目の緊急事態宣言が1
月8日から2月7日まで発令されました。
その後も延長となり、在宅勤務をされて
いる方の生活が気になるところです。
そこで在宅での知識向上に役立てて
いただきたいのが、本号掲載の経済産
業省が開設した「巣ごもりDXステップ
講座情報ナビ」です。コンテンツが豊富
ですのでデジタルスキル向上にお役立
てください。
　毎年恒例の第一生命主催「2021年
サラリーマン川柳」にて優秀作品100
句が発表されました。今回はコロナ禍
に関する句が多く、在宅生活が面白く
表現されています。私の一押しは「下
書きの 送信キーを 猫が押し」でした。
猫を飼っているお宅は猫パンチに要注
意です。

（編集委員）
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ITCA憲章

会員の事業環境は、従来のモノへのサービス（ハードの構築・保守）に加え、ヒトへのサービス（ICTツールや情報の
活用）が求められる時代へと変化しています。 この情報化社会の進展による経営環境の急激な変化を真摯に受け止め、
協会の目指す未来が、行政機関及び関係団体等の理解を得て、特に会員の中心的顧客である中堅・中小企業の ICT活用
に貢献することを通じ、日本経済の発展、文化の形成に寄与する団体（会員）であることを明確にするため、ITCA憲章
を定めます。

情報通信設備協会及び会員は、情報化社会が進展する中で、ICTを通じて中堅・中小企業の自由闊達な展開と
繁栄に寄与し、中小企業憲章の理念を尊重しつつ、日本経済の発展、文化の形成に貢献します。

1.会員は、企業の個性と独創性を実現する ICTとソリューションのサービス提供を図り、企業の発展に寄与
します。

2.会員は、時代とニーズをリードする技術とサービスの革新を図るため、能力研鑽によって進化し、エンド
ユーザーの期待に応えます。　　

3.協会は、各種教育研修、新サービス・ 新技術に関する調査研究などの取組みを推進し、会員の技術力・サー
ビス力の向上を支援します。

4.協会は全国10か所の地方本部と共に、情報技術とサービスの革新に向けて、電気通信事業者、ソフト・ハー
ドメーカー、及び関連業界団体、商工会議所等の経済団体との連携を深め、中小企業に対する国等の育成支
援策も踏まえて、活力ある企業の繁栄に寄与します。
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1

FRONT VOICE

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　事業部長　桝川　博史

人と人とのコミュニケーションを大切にして
新たな時代を切り開く

日増しに暖かさを感じる今日このごろ、会員の皆様
におかれましては益々ご健勝のことと存じます。

さて、新型コロナウイルス感染が国内で初めて確認
されてから既に 1 年以上が経過しましたが、未だ終息
する気配が見えません。この 1 年間で私たちの生活は
大きく変わってしまいました。この変化にどう立ち向
かっていけばいいのか、この場をお借りして考えてみ
たいと思います。

まず、私どもが取り組む情報通信の世界では 2 つの
大きな変化があったと考えています。1 つ目はリモー
トワークです。

ここ数年、SNS やチャットなどのコミュニケーショ
ン手段が多様化し、わかりやすい情報を瞬時に伝える
手段としてはとても便利になりました。一方で、どち
らかというと無機質的なコミュニケーションが増えた
面もあると思います。メールで送れば伝達完了、送っ
たのだから読んでいるのが当たり前、というような一
方的な対応も増えていた気がします。ところが、感染
対策でテレワークが一気に導入されると、人と人が直
接話すことの重要性を再認識された方も多いのではな
いでしょうか？言いたいことを伝達してその場で人間
としての反応を感じる。意見を聞いて対応を一緒に考
える。物理的に離れた場所にいる人がお互いのことを
思いやって会話をする。これまで一方的になりがち
だった情報伝達が同時・双方向の本来の形に戻った印
象を私は持ちました。テレワークによりコミュニケー
ションのあり方が見直され、音声による電話、画像を
見ながらのオンライン会議は、これからも益々重要視
されていくと思います。

そして 2 つ目の変化は無線ネットワーク化です。こ
れまでもサービスのフレキシビリティを高める手段と
して無線ネットワークが活用されてきました。既に

津々浦々に Wi-Fi ネットワークが設置され、LTE の
キャリアサービスも普及、5G 商用サービスもスター
トしている状況ですが、もう一つ、無線ならではの特
徴である非接触を活かしたシステムが感染対策として
注目されるようになりました。新型コロナウイルス患
者を治療する医療現場では、バイタル情報や脈拍など
を測定し、リアルタイムに無線で送ることができると
感染リスクが大幅に低減されます。今の日本では、急
速な高齢化と少子化により大幅な労働人口の減少が進
んでいます。医療や介護の現場では、肉体的にも精神
的にも大きな負担がかかっており、看護師や介護士の
離職率の増加が大きな問題となっています。介護士の
作業は、入居者の体温、血圧などの測定、データの集
計、経過観察、介護支援業務レポートの作成、食事や
排せつのサポート、突発的な怪我や事故の対応など多
岐にわたります。このうち、定型化が可能なルーティ
ン業務は無線技術を活用して自動化する働き方改革が
望まれます。

そして、スタッフの皆様は患者や入居者に気を配
り、お声掛けしたり、リハビリやレクリエーションを
サポートする仕事に専念できます。つまり無線技術に
よりデータ収集や報告書作成などのルーティン作業か
ら解放、働き方改革を実現することで、医療や介護の
本質である人と人とのコミュニケーション、人間味あ
ふれる医療や介護サービスを充実させることができる
のです。

　今後も、会員の皆様のご支援を仰ぎながら、人と人
とのコミュニケーションを大切にして新たな時代を切
り開く情報通信システムのご提供にまい進する所存で
ございます。今後ともご指導、ご鞭撻のほどお願い申
し上げます。
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地方本部だより

■「顔認証システム」セミナー開催に至るまで
令和 3 年 1 月 20 日（水）日本電気㈱様にご協力い

ただいて、Zoom による『顔認証システム』セミナー
を開催しました。講師は NEC パートナーソリュー
ション事業部の野村和宏様にお願いしました。この
セミナーはもともと、令和 2 年 5 月の定時総会の中
で情報通信月間の行事として大前教育委員長が企画
したものでしたが、コロナの影響で開催には至りま
せんでした。秋に展示会とセミナーの同時開催も考
えましたが、やはり駄目でした。年度最後の年賀交
歓会の前に開催することに決めましたが、年賀交歓
会が取りやめになり、セミナーだけをリモートで
開催することになりました。通常主要な行事の場合、
案内状を郵送して募集をかけていましたが、今回は
E メール一斉配信による募集をし、17 社 53 名の方
にお申込みをしていただきました。

関西地方本部事務局ではリモート開催にあた
り、Webex は本部会議で何度も経験していましたが、
Zoom は初めての試みでした。一度体験し、理解を
深めるために年末に NEC 東京・NEC 関西・大前委
員長・ITCA 関西事務局を繋いでの通信回線確認作
業を行いました。

セミナー当日は、開始 1 時間前の午後 3 時には栩
谷本部長、NEC 東京の野村様、NEC 関西の松田様、
大前委員長、事務局員 2 名で通信回線が正常である
ことを映像と音声で確認しました。

午後 4 時になり、事務局長の司会でまず本部長の
紹介がありました。栩谷本部長は「本日はお忙しい中、
セミナーに参加していただきましてありがとうござ
います。また NEC の野村様には講演を引き受けて頂

き有難うございます。コロナ禍で日常業務がなかな
か捗らない中、世間ではリモートによる職務遂行や
指導教育が行われています。コロナにより事業環境
が変化しました。情報通信の活用が多岐に、かつ大
きく必須と成っております。我々の業界はプロとし
て顧客に色々と提案をしていかなければなりません。
その為にもいろいろな活用知識が必要です。顧客に
有用な提案を出来る様にしていかなくてはなりませ
ん。本日はしっかりと学びましょう。それでは野村
様宜しくお願いします。」と挨拶され、野村様の講演
が始まりました。

■「顔認証システム」セミナー模様
『様々な利用シーンで活用が進む！最新、顔認証シ
ステム活用例のご紹介』というサブタイトルのセミ
ナーが開始されました。【1．顔認証について　2．導
入事例　3．NEC が提供する顔認証ソリューション
　4. 顔認証システムの提案にあたり】と順次丁寧に
わかりやすく講演されました。

顔認証の特長と導入事例の紹介に続き、オフィス
や製造業（工場）現場における顔認証活用シーンや、
用途ごとに適したソリューションを説明頂きました。
顔認証ソフトウェアとサーバをセットで、用途別の
オプションから構築・保守サービスまでの、効果的
なシステム運用を紹介いただき、その後顔認証シス
テムの提案の基本的な流れを入退室構成イメージ例
にして、ビジネスモデルシステムに加え、カメラ設
置やネットワーク・電源工事などについての説明を
して頂きました。商談をスムーズに進めるためにも、
各提案フェーズ毎で押さえておくべきポイントをお

関西地方本部では、会員の皆様に経営の参考や知識の向上を図るとともに親睦を深める為、毎年施設見学会等を行っ
ておりますが、今年度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他一切の事業を開催することがで
きませんでした。今号の「地方本部だより」では、そんな状況下で開催した Zoomによる NEC『顔認証システム』セ
ミナーについて報告をします。次に、大阪のちょっと珍しいグルメをご紹介します。

関西地方本部の活動報告
～「顔認証システム」セミナーを LIVE配信で開催～

一般社団法人情報通信設備協会　関西地方本部
事務局長　江見　重和
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教えていただきました。
顔認証の活用方法、提案手法等今後のビジネスの

広がりの参考となり、設備会社が多い会員企業にとっ
て非常に有益なセミナーであったと評価を受けまし
た。

ちょうど 5 時になって野村様の講演が終了し、大
前委員長からアンケートについての説明と NEC 野
村様にお礼のお言葉を述べていただいて、「今後も
WEB も活用して、協会事業を行って参りますので、
会員諸兄には倍旧のご支援、ご協力、積極的ご参加
をお願いします。」と結ばれ、セミナーのすべてが終
了しました。内容も、画質も音質も、時間配分も良く、
大変好評でした。

後日 NEC 野村様から整理された資料を届けてい
ただき、会員の皆様に教育や営業の参考にしていた
だくべく、資料の配布をしました。

■セミナーアンケート集計結果報告
①セミナー視聴参加年齢層　

20 代 7 名、30 代 7 名、40 代 12 名、
50 代 16 名、60 代以上 15 名、合計 57 名
②視聴参加方法

会員自らのパソコンでご清聴 36 名、
会員会社内の会議室等で社員とご清聴 19 名、
その他（スマートホン） 2 名、　合計 57 名
③NEC「顔認証システム」の講演についての評価

大変満足 21 名、　満足 32 名、　ふつう 4 名、　
合計 57 名
④講演のボリューム（時間配分等）についての評価

大変満足 24 名、　満足 25 名、　ふつう 8 名、
合計 57 名
⑤LIVE配信の満足度
　 大変満足 25 名、　満足 28 名、　ふつう 4 名、

合計 57 名

■大阪の珍しいグルメ『美肴＆美酒　むらさき』の
ご紹介
関西地方本部の事務所は大阪市西区江戸堀 1 丁目

23 番 13 にあります。今回紹介します『むらさき』の
所在地は西区江戸堀 1 丁目 15 番 4 です。（以下、同
店のホームページから引用し要約したものを記載し
ます。）『むらさき』の名物は「鯨はりしゃぶ鍋」。赤
身と脂肪が混じった鹿の子模様の鯨肉を水菜のはり
はり（シャキシャキ感をしっかり残した）鍋でいた
だきます。鯨の肉は、①コラーゲンが豊富で美容に

効果的とされています。鉄分が体内に吸収されやす
いミオグロビン鉄という形で豊富に含まれているの
で貧血に悩む人におすすめです。牛肉や豚肉に比べ
て低カロリー低脂質です。②鯨は休みなく泳ぎ続け
る生物ですので、抗疲労機能を持っており、筋肉持
久や疲労予防効果のイミダゾールペプチドの 1 種バ
レニンを含んでいます。③鯨の肉に含まれる多価不
飽和脂肪酸は、血液中のコレステロールを下げる働
きがあります。また血液をサラサラにする作用やが
んの予防効果があるとされる IPA（イコサペンタエ
ン酸）や頭がよくなる脂肪酸の DHA（ドコサヘキサ
エン酸）を魚介類同様、多く含みます。心筋梗塞や
虚血性疾患など、生活習慣病対策に役立ちます。S28
年生まれの私は、小学校の給食や母親がブロックで
購入した鯨肉をスライスしてフライパンで焼いて生
姜醤油で食べた記憶がかすかに残っています。コロ
ナ禍の現在は、飲食のルールがいろいろ厳しく人数
制限や時間制限などがありますが、以前の落ち着き
を取り戻したら、ぜひとも訪ねてみたい店です。

はりしゃぶ

くじら刺身
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業界ニュース　12月 

　日本商工会議所は、2020 年 12 月の早期景気観測（LOBO）の調査結果を発表した。2020 年 12 月の動向は、
米国・中国向けの生産増が続く自動車関連や、デジタル投資の増加を背景に受注が持ち直している電子部品関連
が牽引したほか、巣ごもり消費に下支えされた飲食料品関連が堅調に推移した。一方、新型コロナウイルスの感
染再拡大に伴い、宴会需要が減少した外食産業では売上が低迷した。また、Go To トラベルの一時停止を受けて
年末年始の予約キャンセルが相次ぐなど、宿泊業を中心に幅広い業種で今後の影響拡大を懸念する声が強まって
いる。持ち直しつつあった中小企業の景況感は、感染再拡大の影響から足踏みし、業況改善に向けた動きは力強
さを欠く。
　今後の先行き見通しは、生産回復が続く自動車や電子部品関連の製造業による下支えや巣ごもり消費の拡大が
見込まれるほか、補正予算に基づく Go To キャンペーンの延長を受け、一部では個人消費持ち直しへの期待感も
うかがえる。一方、新型コロナウイルスの感染再拡大を背景に、消費者のマインド低迷が懸念される中、中小企
業においては先行きへの不透明感が増しており、慎重な見方が強まっている。

（出典 : 日本商工会議所  商工会議所 LOBO（早期景気観測）2020 年 12 月調査結果 12 月の動向）

日本商工会議所が12月の早期景気観測を発表

NEC ソリューションイノベータ㈱は、イベントログに基づいた業務プロセスの可視化と改善をサポートする「NEC
プロセスマイニングサービス」を 2020 年 12 月 17 日より提供開始した。本サービスは、業務プロセスの現状を把握・
分析するためのプロセスマイニングツールの導入から導入後の運用支援まで、一連の取り組みをサポートするサービ
スである。本サービスにより、業務に関連するイベントログをプロセスマイニングツールで解析し、業務の遂行状況
を様々な観点で可視化し分析することで、業務改善に役立てることができる。価格（税別）：20 万円～※対象ログの
分析とアウトプットイメージの提供のみ。トータルの導入費用：個別見積り　お問い合わせ先：NEC ソリューショ
ンイノベータ㈱ ソリューションビジネス事業部　E-Mail:eigyo@nes.jp.nec.com
（出典 URL: https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/press/20201217/index.html ）

NECソリューションイノベータが業務改善の取り組みを支援する「NECプロセスマイニングサービ
ス」を提供開始

　㈱ NTT ドコモは、AI を活用して電話応対業務を自動化するソリューション「AI 電話サービス」を 2020 年 12
月 10 日から法人のお客様向けに提供開始した。「AI 電話サービス」は、ドコモの AI 対話技術と、アマゾンウェ
ブサービス（AWS）が提供するクラウド上にコールセンターを構築できるサービス「Amazon Connect」を組み
合わせて開発した「AI による電話応対技術」により、これまで人が行ってきた電話応対業務を AI が代行し、自
動化するソリューションである。さらに、RPA ツールと連結させることで、パソコン操作を含めた電話応対業務
を一貫して AI が代行することも可能である。利用料金：初期費用 100 万円　席数（最大同時接続数）に応じた
月額料金 :10 万円／月～　お客様のご利用用途に応じたシナリオ作成料（都度お見積り）　お問い合わせ先：全国
のドコモ法人営業担当者

（出典 URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/12/10_00.html ）

NTTドコモが AIを活用した電話応対業務を代行する「AI電話サービス」を提供開始

IDCJapan ㈱は、国内クラウド需要調査を発表した。本調査では、何らかのクラウドを利用中の国内企業（従業員規模
100 人以上）を対象としたアンケート調査を 2020 年 10 月に実施して、452 社から有効回答を得た。国内市場では、企業が
複数のクラウドを利用することが一般化している。一方、複数のクラウドを統合的に管理している企業は約 20％に留まっ
ており、クラウドのサイロ化が見られる。また、複数のクラウドを利用した時の課題や懸念として、「コスト管理／コス
ト削減」「全体的なセキュリティの強化」「クラウドごとに異なる運用管理の対応」などが上位に挙げられている。現在、
これらの課題や懸念を解消するために、クラウドの統合管理を目指す企業が多くなっている。今後、クラウドベンダーや
基盤技術を増加させると考える企業が多く存在する。その主な理由として、「システムごとに最適なクラウドが異なる」「コ
ストを最適化するため」「現状よりも、優れたベンダー／技術の登場」などが挙げられている。一方、プライベートクラ
ウドでは、クラウドベンダーや基盤技術を減少させるとの回答も多く、その理由として「コスト削減」「業務の効率化」「IT
ガバナンス強化や管理の簡略化」「社内要員やスキルの不足」が挙げられている。
（出典 URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ47172520 ）

IDCJapanが国内クラウド需要調査を発表
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　NTT アドバンステクノロジ㈱と㈱ ageet は、NTT-AT が提供中の
可搬型 IP 通話システム「ポータブル IP-PBX」と ageet が提供中の
ソフトフォン「AGEphone Cloud®」を連携させた災害時通信確保ソ
リューションを 2020 年 12 月 1 日より販売開始した。「ポータブル IP-
PBX」は、スマートフォンがインターネットに接続できない場合でも
ローカルな Wi-Fi ネットワークを介して通話用のソフトフォンをダウ
ンロードできる Web ポータル機能を有している。今回の連携におい
ては、「AGEphone Cloud」を「ポータブル IP-PBX」からダウンロー
ド可能なソフトフォンのラインナップに追加する。ユーザーがお手持ちのスマートフォンを使用し、「ポータブル IP-
PBX」の Web ポータル画面にアクセスすることにより、簡単な手順で「AGEphone Cloud」をダウンロード・インストー
ルし、「ポータブル IP-PBX」を使った通話が可能となる。お問い合わせ先：NTT アドバンステクノロジ㈱　Value 
Co-creation 事業本部　まちづくりビジネスユニット　ポータブル IP-PBX 担当　E-mail:portable-ippbx@ml.ntt-at.co.jp

（出典 URL: https://www.ntt-at.co.jp/news/2020/detail/release201130.html ）

NTTアドバンステクノロジが可搬型 IP通話システム「ポータブル IP-PBX」とソフトフォン
「AGEphone Cloud」を連携させた災害時通信確保ソリューションを販売開始

　ソニーは、世界最小・最軽量で、チップ型 SIM を搭載したコミュニケーション通信端末「LM-01」
と専用アプリを新たに開発し、スマートフォンを所持していない子どもや高齢者のいる家庭向けの見
守りサービス「amue link（アミューリンク）」をソニーネットワークコミュニケーションズより 2020
年 12 月中旬より提供開始した。

「amue link」では、子どもが「LM-01」を持ち歩くと、親は端末から発信される情報をスマートフォン
の専用アプリで確認することができる。全地球測位システム（GPS）に対応し、各種センサーからのデー
タを組み合わせ、AI を用いて移動手段の検知ができるため、一般的な位置情報に加えて「バスと徒歩
で移動していた」といった行動履歴も把握することが可能である。また、端末のマイクを通じて、ボ
イスメッセージ機能を使用した双方向のコミュニケーションをいつでも取ることができる。価格（税
抜き）：月額利用料金 980 円　別途初期費用 3,000 円、端末代金（割賦払いの場合は 350 円を 36 カ月間、
一括払いの場合は 12,600 円）かかる。製品ページ：https://www.nuro.jp/amue/

（出典 URL: https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/202012/20-1210/ ）

ソニーが世界最小・最軽量の通信端末とアプリがつながる見守りサービス「amue link」提供開始

amue link

　NEC は、ファクトリコンピュータ「FC98-NX シリーズ」の新たなカテゴリーとして、
過酷な現場環境での利用を可能とし、無線通信に対応した「ファンレスボックスタイ
プ」新製品 2 機種を 2020 年 12 月 9 日より販売開始した。本製品は、ファンレス設計
とすることで粉塵の侵入を抑制、さらに従来製品と比較して体積を約 1/2 まで小型化
することにより、過酷な現場環境などでの利用に対応する。また、無線通信モジュー
ルをオプションで用意し、様々なIoTシステムのデバイスとの無線接続による遠隔監視・
制御が可能である。これらにより、設備機器への組込用途に加えて、エッジコンピュータ用途として現場の運用管理の
効率化に貢献する。価格（税別）: ファンレスボックスタイプ　A22K  251,000 円～　A29X　221,000 円～　お問い合わ
せ先：NEC プラットフォームソリューション事業部　E-mail:fc@costomer.jp.nec.com

（出典 URL: https://jpn.nec.com/press/202012/20201209_01.html ）

NECが IoTシステムのエッジコンピュータ用途に適した小型ファクトリコン
ピュータ「ファンレスボックスタイプ」を発売

FC98-NXシリーズ
「ファンレスボックスタイプ」

　テックウインド㈱は、Arlo Technology, inc. の家庭向けネットワークセキュリティーカメラ Arlo シリーズから、
新製品「Arlo Essential」の取扱いを開始し 2020 年 12 月 25 日より販売開始した。「Arlo Essential」は、1080p
フル HD 画質や双方向音声、警報音、カメラ内蔵のスポットライトによる夜間カラー撮影、動作検知通知といっ
た多数の強力なセキュリティ機能を備えている。従来のArloシリーズと異なり、Arlo EssentialはWi-Fiネットワー
クに直接つなげて使用することができるため、ベースステーション（Smart Hub）は不要である。100%ワイヤフリー
かつ充電して利用できる上に、耐候性もあるため、室内でも屋外でもあらゆる場所に簡単に設置することが可能
である。自宅の防犯から赤ちゃんや子ども、ペット、遠く離れた家族の見守りまで様々な用途で利用できる。価格：
オープン価格　販売先：家電量販店　

（出典 URL: https://www.tekwind.co.jp/ARLO/information/entry_1014.php ）

テックウインドがワークセキュリティ「Arlo Essential」を販売開始
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業界ニュース　1月 

　日本商工会議所は、2021 年 1 月の早期景気観測（LOBO）の調査結果を発表した。2021 年 1 月の動向は、企業の
デジタル投資や 5G 向けの需要増を背景に受注が伸びている電子部品関連や、中国・米国向けの輸出が増加している
自動車関連が好調なほか、巣ごもり需要に下支えされた飲食料品関連の製造業が堅調に推移した。一方、新型コロナ
ウイルス感染再拡大の影響から、11 都府県における緊急事態宣言の再発令や Go To キャンペーンの一時停止により、
客足が減少した飲食・宿泊業や小売業では業況感が悪化した。売上低迷に直面している外食産業を中心に、需要回復
を見通せない中、先行き不透明感を指摘する声が多く、中小企業の景況感には弱さが見られる。
　今後の先行き見通しは、自動車や電子部品関連の製造業による下支えのほか、ネット販売の強化や巣ごもり需要に
対応した商品開発による売上回復への期待感がうかがえる。一方、消費者マインドの低下に加え、雇用調整助成金の
特例措置など政策効果剥落後の資金繰り悪化への懸念もあり、中小企業においては先行きへの不透明感が一段と増し
ており、厳しい見方が広がっている。

（出典 : 日本商工会議所  商工会議所 LOBO（早期景気観測）2021 年 1 月調査結果 1 月の動向 ）

日本商工会議所が１月の早期景気観測を発表

　NEC は、サイバー攻撃の発見から対処・報告までの一連の流れ（インシデントハンドリング）を体験しながら学ぶ
ことができる「実践 ! サイバーセキュリティ演習－インシデントレスポンス編－」をオンライン形式で 2021 年 1 月 5
日より提供開始した。NEC は、2013 年度から総務省及び情報通信研究機構（NICT）が実施する「実践的サイバー防
御演習」の運営を支援している。今回提供するオンライン演習は、こうしたノウハウを活用して独自に開発したもの
で、講義・実習・グループワークを通してインシデントハンドリングに必要な知識をオンラインで学ぶことができる。
受講者は、PC の Web ブラウザを使用して、クラウド上に構築された企業や組織の情報システムを模擬した演習環境
を使用し、攻撃痕跡の調査や対策、出題への回答等を行う。これにより、受講者自身がインシデントハンドリングに
用いられる専用のソフトウェアやツールを準備する必要はなく、オンラインでも手軽に演習に参加することができる。
日程：2 日間　受講料：200,000 円（税抜）　申込み URL:https://www.neclearning.jp/courseoutline/courseId/SN316/　
お問い合わせ先：NEC ナショナルセキュリティ・ソリューション事業部　E-Mail:cyber_nec@nss.jp.nec.com

（出典 URL: https://jpn.nec.com/press/202101/20210105_02.html ）

NECが実践的なサイバー攻撃対策を体験しながらオンライン形式で学べる演習を提供開始

　ユニアデックス㈱は、テレワーク環境を整備したものの、利便性の低下やセキュリティに不安があるなどの課題を抱
える企業を支援する「テレワーク診断」を 2021 年 1 月 20 日より無償で提供開始した。診断は、ヒアリング内容から診
断指標をもとにテレワークの成熟度をレベル判定し、それらをまとめた診断結果報告書とともに課題解決に向けたアプ
ローチ案を提示する。まずは自社のテレワーク環境が目指すべき水準とどの程度のギャップがあるのかを知ることに
より、次の施策を検討することが可能となる。お問い合わせ先：ユニアデックス㈱　https://www.uniadex.co.jp/cgi-bin/
form/form-s.cgi

（出典 URL: https://www.uniadex.co.jp/news/2021/20210120_telework.html）

ユニアデックスが成熟度を測る「テレワーク診断」を無償で提供開始

　TOA ㈱は、2021 年 1 月 8 日に、マスクや設置された
パーティション超しの会話を聴き取りやすくサポートする

「パーティション取付型　会話補助システム NF-2」を発売
した。「パーティション取付型　会話補助システム」は、パー
ティション越しの会話を聴き取りやすくサポートする音響
システムである。マイクとスピーカーを搭載した子機で双
方向の話者の声を集音し、必要な範囲に、適切なボリュー
ムで拡声するのに役立つ。限られたスペースでも設置しや
すいコンパクトな設計に加え、子機は背面のマグネットを合わせるだけで取付でき、店舗のレジや受付窓口で手軽に使
用できる。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/2021/news2021-01-08nf.htm ）

TOAがレジ・ 窓口の会話を聴き取りやすくサポートする「パーティション取付型　会話補助システム」
を発売

子機2台（写真左）と親機（写真右）の
シンプルな構成でかんたん設置
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　ダイワボウ情報システム㈱と、シスコシステムズ合同会社は、安全なテレワーク環境を素早く構築し、運用管
理を代行する「ipad × Cisco Meraki 楽々テレワークパッケージ」を 2021 年 1 月 21 日より提供開始した。iPad ×
Cisco Meraki 楽々テレワークパッケージは、テレワークの実施に必要なデバイス、Web 会議システム、社員の自宅
とオフィスを接続するネットワーク、またこれらの導入と運用サービスをまとめたパッケージである。CiscoMeraki
テレワーカー ゲートウェイを社員の自宅に配備し、オフィスにセキュリティアプライアンスを設置するだけで、安
全なテレワーク環境を簡単に構築できる。安全性の高い iPad と、Web 会議システム Cisco Webex を組み合わせる
ことで、シンプルにテレワークを実現することができる。お問い合わせ先：ダイワボウ情報システム㈱　情報戦略
部　TEL:06-4707-8063

（出典 URL: https://www.pc-daiwabo.co.jp/news/news210121.html ）

ダイワボウ情報システムとシスコが中堅中小企業向けにテレワークパッケージを提供開始

　㈱ NTT ドコモは、ケーブルをプラスチック小片
でつまむだけで通信エリアを構築できるアンテナを
世界で初めて開発し、60GHz 帯域での実証に成功し
た。5G サービスで利用している 28GHz 帯（ミリ波）
や、6G に向けて開拓を進めているさらなる高周波数
帯の電波は直進性が強いため、基地局から見通せな
い場所や周囲を障害物で囲まれた場所の通信エリア
化が課題となる。今回ドコモが開発した本アンテナ
を活用することで、5G 以降の世代で利用される高周
波数帯の安定した通信エリアをきめ細かく構築する
ことが可能になり、人や機材が遮蔽物となりえる工
場やオフィスでのレイアウトフリー化など、高周波数帯の電波を活用した利用シーンを拡大できる。

（出典 URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2021/01/20_00.html ）

NTTドコモが世界初、ケーブルをつまむだけで通信エリアを構築できるアンテナを開発

本アンテナの60GHz帯域での実証模様

　㈱ NTT ドコモは、㈱広島銀行およびデロイト トーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社と、事業承継
に関する無料相談や最適なアドバイザリーサービスを提供する「事業承継サポート」のトライアルサービスを、広
島県を中心とする地域の中小企業を対象に、2021 年 2 月 1 日より提供開始した。その後、2021 年度末頃をめどに全
国を対象とした商用化をめざす。本サービスは、事業承継の課題を持つ中小企業の経営者のために、事業継承をトー
タルで支援するものである。ポータルサイトを通じて、ドコモが提携する経験豊かなアドバイザー（コンサルタン
ト、税理士、地方銀行など）を紹介し、経営者が持つ漠然とした悩みについても無料で気軽に相談することができる。
その後、アドバイザーを通じて、事業承継支援や企業価値向上支援、廃業支援など、経営課題解決に向けた中立的
かつ最適な提案をワンストップで実施する。お問い合わせ先：㈱ NTT ドコモ 5G・IoT ビジネス部　ソーシャルイ
ノベーション推進・産業基盤ソリューション担当　TEL:03-5156-2479

（出典 URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/topics/index.html#anc-01 ）

NTTドコモが中小企業向け「事業承継サポート」のトライアルサービスを提供開始

　富士通㈱は、富士通クライアントコンピューティング㈱製の最新のインテル
第 11 世代 CPU や最新版 OS を搭載したノートパソコン「FUJITSU Notebook 
LIFEBOOK」5 機種と、Windows タブレット「FUJITSU Tablet ARROWS Tab」2
機種、デスクトップパソコン「FUJITSU Desktop ESPRIMO」1機種、ワークステーショ
ン「FUJITSU Workstation」1 機種を新規提供する。さらに、最新版 OS および最新
のインテル CPU を搭載したシンクライアント端末「FUJITSU Thin Client FUTRO 
S7010」と、無線 WAN に対応した「FUTRO U9311M」の計 11 機種を 2021 年 1 月
26 日より日本国内の法人向けに販売開始した。特長は、①強固なセキュリティ対策
で安心・安全な環境を提供　②小型軽量化および次世代高速通信に対応し、モビリ
ティとユーザビリティを提供　お問い合わせ先：富士通㈱　購入相談窓口　
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/webmart/ui0030.jsp

（出典 URL: https://pr.fujitsu.com/jp/news/2021/01/26.html?_fsi=YI4BhdPw ）

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、シンクライアント11機種を新
発売

LIFEBOOK U9311/F
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特集

都市部での日常的な渋滞、駐車場不足、路上駐車や排気ガスなどの環境問題、過疎地でのマイカーを持たない人
の移動手段の確保、高齢者ドライバーによる事故などの交通・ 移動をめぐる様々な問題。これらを解決するた
めに、スマートフォンひとつで自由に移動できる新たなサービス「MaaS（マース）」が注目されています。

「移動」の概念が変わる？
新たな移動サービス「MaaS（マース）」

１．MaaS（マース）って何？
　情報通信技術（ICT）の発達を背景に生まれ
た次世代の移動サービス

「MaaS（Mobility as a Service）」とは、地域
住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移
動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ
以外の移動サービスを最適に組み合わせて検
索・予約・決済等を一括で行うサービスです。

従来の交通サービスの利用方法では、利
用者が出発地から目的地までの道順を検索し、
鉄道、バス、タクシー、カーシェア、シェア
サイクルなど様々な交通サービスから、どれ
を使うのかを選び、それぞれの交通機関ごと
に個別に予約をしたり、料金を支払ったりし
ます。

一方、MaaS によるサービスでは、スマート
フォンのアプリを立ち上げれば、出発地から
目的地までの交通手段の検索から予約・支払
いまでができ、さらには、観光案内、飲食店
やホテルの予約・支払い、または病院や行政
サービスなどの予約・支払いも一括して行う
ことが可能となります。
 

MaaS は、私たちの暮らしを大きく変える可
能性があります。MaaS が生まれたフィンラン
ド・ヘルシンキでは、アプリユーザーのマイ
カーの使用率が減り、公共交通機関の利用が
伸びました。

日本でも日本版 MaaS の実現に向けた、実
証実験が令和元年度から全国各地で始まって
います。
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２．MaaSが解決する課題とは？
　地方都市での交通手段の維持や都市部での渋滞解消

MaaS が普及すると、交通手段の選択肢が拡大し、マイカーを持たなくても気軽に便利に移動できる環境が整
備されます。加えて、地方部や都市部では、次のような課題の解決も期待されます。

■地方における交通手段の維持・確保
高齢者の運転免許の返納も増える中、人口減少の本格化、運転者不足の深刻化などに伴って、移動手段が不足

する地域が今後ますます増えていくことが懸念されています。
AI オンデマンド交通（※）など地域の輸送サービス・移動手段の維持・確保を図りながら、MaaS を活用す

ることで、地方でも、自ら運転することなくドア・ツー・ドアで便利に移動する環境が整備されると考えられます。

※AIオンデマンド交通とは
AI を活用することで利用者予約に

対し、リアルタイムに最適配車を行う
サービス。定まった路線を持たず、配
車予約と車両位置から AI がリアルタ
イムに最適な運行ルートを決定するた
め、乗合をしつつ、概ね希望時間通り
の移動が可能となる。個々の移動ニー
ズに対応しつつ、低コストで一定数の
人が同時に移動可能。
 

■都市部での渋滞の解消
ヘルシンキで普及している MaaS

「Whim（ウィム）」は、定額で公共交
通機関が乗り放題になるサービス。こ
のような移動サービスによって、利用
者が最も望む交通手段が手軽に使える
と、マイカーの利用者が減り、交通渋
滞の緩和、駐車場不足や路上駐車、排
気ガスによる環境問題などが解消され
ると期待されています。
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３．コロナ禍での公共交通機関の安全対策は？
　利用者が自主的に混雑を回避できるよう混雑状況を提供

新型コロナウイルスの感染拡大防止を図りつつ、安心・安全に公共交通機関を利用できるようにするためには、
交通機関事業者が感染拡大予防ガイドラインや、新しい生活様式の内容に沿って行動していくことが基本とな
ります。また、利用者自らも混雑を回避して公共交通機関を利用するよう行動を変えていくことが重要です。そ
のためには利用者側の判断に必要となる混雑に関する情報を、事業者側が積極的に提供していくことが重要です。
そこで、国土交通省では、リアルタイムな混雑情報の提供に取り組もうとするバス事業者が留意すべき事項を整
理したガイドラインを策定しました。

■混雑情報表示のあり方について
利用者における利便性の観点から、混雑情報は、誰もが同じように分かりやすく理解できることが重要です。

 

■より多様な混雑状況の提供について
MaaS の観点から、交通機関の混雑情報だけではなく、目的地の施設を含めた他分野の混雑情報をみ合わせる

ことで、出発地から目的地までの移動、更には目的地における活動も含めて一貫して混雑を避ける環境を提供す
ることも可能となります。例えば、観光において、自宅から観光地まで混雑を避けながら移動し、観光地におい
ては、観光施設の周遊や飲食店の利用、更には宿泊施設へのチェックインの全てを、空いている時間帯に行うこ
とが想定できます。これにより、利用者の外出に対する懸念の払拭につなげるとともに、移動時の利便性の更な
る向上を通じ、外出や公共交通機関の利用に対する行動変容を促すことが期待されます。

（出典：政府広報オンライン　https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201912/1.html）
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　近年、デジタルトランスフォーメーション（DX）
が加速する中、デジタルスキルはすべての社会人に
必須のものとなりつつあります。また、コロナ禍に
おいて、社会人が自宅に居ながら新しい知識やスキ
ルを習得しようとする学び直しの意識が高まってい
ます。

こうした状況を踏まえ、経済産業省では、オンラ
イン学習情報を集約し紹介する「巣ごもり DX ステッ
プ講座情報ナビ」プロジェクトを開始し、このほど
民間事業者に本ナビサイトに掲載するコンテンツの
無償提供を呼び掛けてきました。そして今回、本ナ
ビサイトを経済産業省ホームページ内に開設しまし
た。

■「巣ごもりDXステップ講座情報ナビ」について
自宅に居ながら新しい知識やスキルを習得したい

が、何をどのように学んだらよいか分からない。本
サイトでは、そうしたこれまでデジタルスキルを学
ぶ機会が無かった人にも、新たな学習を始めるきっ
かけを得ていただけるよう、誰でも、無料で、デジ
タルスキルを学ぶことのできるオンライン講座を紹
介します。

■コンテンツ内容
　１． 全コンテンツの講座情報概要（講座名称、提

供事業者、カテゴリ、レベル）を掲載。講座
名称をクリックすると講座情報詳細ページに
リンクします。

　２． AI やデータサイエンス、クラウド、IoT といっ
たカテゴリやレベル（入門・基礎・上級）か
ら絞込検索が可能。興味のある分野やスキル
レベルから講座を探すことができます。

■今後の予定
　開設時点で 50 を超えるコンテンツを掲載しており、
現在は 27 事業者 84 講座を掲載しています。今後も
掲載情報の更新等を継続的に行ってまいります。

■お問い合わせ先
　経済産業省
　商務情報政策局　情報技術利用促進課
　TEL:03-3501-2646

（出典 URL：経済産業省　https://www.meti.go.jp/press/2020/
12/20201224008/20201224008.html）

INFORMATION

経済産業省では、デジタルスキルを学び始めたい方に向けて、無料のオンライン学習コンテンツを紹介する
Webサイト「巣ごもり DXステップ講座情報ナビ」を2020年12月24日より開設しました。

経済産業省が Webサイト
「巣ごもりDXステップ講座情報ナビ」を開設

「巣ごもり DXステップ講座情報ナビ」イメージ
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2020 年､ 衛星通信業界を賑わせたのは、何といっ
ても低軌道衛星コンステレーション構想（以下､ 低
軌道コンステ）だ。低軌道コンステとは、地上約
2000km までの低軌道に複数の小型衛星を配置し、そ
れらを互いにネットワーク化して運用する方法。こ
の低軌道コンステによってブロードバンドサービス
を提供しようと様々な事業者が計画を進めている。
　特に有名なのが、イーロン ･ マスク氏が設立した
Spacex の ｢スターリンク｣ だ。同社は現時点で 955
機の打ち上げに成功しており、最終的には最大 4 万
2000 機の打ち上げを計画している。また､ 7 月末に
は Amazon の ｢Project Kuiper｣ が FCC（米連邦通信
委員会）の承認を取得。 Facebook や Apple も同様の
衛星ブロードバンドサービスを計画するなど､ 世界
のメガプレイヤーが続々と参入している。
　ソフトバンクが約 20 億ドルを出資し話題となった
ものの､2020年3月に一度倒産したOneWebも“復活”
に向け､ 動き出している。7 月にイギリス政府が主導
するコンソーシアムが同社への出資を発表。イギリ
ス政府と、コンソーシアムに参加するインドのバー
ティ・グローバル社がそれぞれ 5 億ポンドを拠出す
るという。
　低軌道コンステを使った衛星ブロードバンド事業
への参入が止まらない背景には、世界には未だに 35
億人が恒常的にインターネットに繋がっていないと
いう現状がある。インターネット未整備のルーラル
エリアや発展途上国などに一から地上設備を作るに
は手間も費用もかかりすぎる。だが､ 衛星通信を使
えば比較的簡単にブロードバンドサービスが提供で
きる。実現すればデジタルデバイドの解消はもちろ
ん､ 各社が提供する SNS をはじめとした Web サー
ビスのユーザーも増えるというわけだ。さらに地上
はもとより、飛行機の中や海上でも高品質な通信が
可能になる。ビジネス向けにも、5G のモバイルバッ
クホールとして利用するなど様々な構想がある。
　また､ 5G と同様､ 安全保障上の観点も出てきてい
る。｢イギリスは EU を離脱したため､ EU の測位衛
星システム『ガリレオ』が使えなくなってしまう可

能性もある。自国で位置情報を取得できる衛星を持っ
ていることは安全保障上とても重要。しかしゼロか
ら整備するには巨額の費用がかかるため、イギリス
政府としては OneWeb の衛星を測位衛星として使い
たいという意図があるようだ｣。野村総合研究所

コンサルティング事業本部グローバルインフラコ
ンサルティング部の八亀彰吾氏はこう解説する。

■Spacexが独走
このように各社色々と動きはあるが、八亀氏によ

れば ｢圧倒的に Spacex がリードしている｣。
　｢Spacex は年末か年明けごろからアメリカとカナ
ダでベータテストを開始する予定だ。今､ ユーザー
向けアプリや通信用の小型パラボラアンテナなどの
ハードウェアの提供を始めているところ。サービス
インで後れをとると、例えば楽天が出資した AST ＆
Science のようにスマートフォンとダイレクトに通信
できる衛星のような差別化できる特徴だったり、よ
ほど他社より通信が安定していたり高速といった技
術的な優位点でもない限り、追い付くのは基本的に
難しい｣
　もちろん、あくまでベータテストであり、｢彼らも
顧客の期待値を高め過ぎないように『速度もそれほ
ど出ません。通信も時々途切れたり繋がらないエリ
アもあるでしょう』といった説明をしている｣ と八
亀氏。ベータテスト参加者に送られたメールには､
速度は 50 ～ 150Mbps､ 遅延は 20 ～ 40 ミリ秒と記さ
れていたという。
　ベータプログラムの参加費用は月約 1 万円、ハー
ドウェアの代金が約 5 万円。「実サービス時にどのぐ

業界特集

SpaseXの低軌道衛星コンステレーションによるブロードバンドサービス「スターリンク」が近くベータテスト
を開始する。一方、静止軌道衛星は高速化を着々と進めており、衛星通信は2021年に新時代に入る。

文◎原田　果林（テレコミュニケーション）

通信衛星メガコンステのサービスイン元年に
衛星通信が爆発的普及？

野村総合研究所
コンサルティング事業本部
グローバルインフラコンサルティング部
八亀彰吾　氏
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らいの値段になるかは分からないが、同じくらいだ
とすると、個人にとっては少し高いが､ 企業にとっ
ては相当安い。国や地方自治体、学校など公共機関
での通信網のバックアップ用途や、オンライン教育
のインフラとして大きく広がる可能性がある」

■実現には課題も
　しかし低軌道コンステ構想には､ その実現自体に
懸念がある。
　｢未だ本格的なサービスインをしている企業はなく、
あくまで構想の段階｣ と八亀氏は指摘する。例えば
スターリンクは､ 最高 1Gbps､ 遅延 20 ミリ秒未満を
目指しているが、｢本当に謳っているスペックが出る
のか､ 通信の安定性が確保できるかなど不透明な状
態だ｣。
　スカパー JSAT 宇宙事業部門グローバル事業本
部モバイル事業部長の下間健市氏も ｢低軌道コンス
テは数百～数万機の衛星を打ち上げないといけない。
小型衛星の寿命は短く、数年おきに入れ替える必要
もある。そのメンテナンス費用などを回収できるか
が市場性の肝になる。発展途上国やルーラルエリア
の人たちに月数百ドル以上で提供しても、個人で払
うのは難しい。 B2B 向けも含めてビジネスモデルを
どう構築するか､ 事業者も検討を進めているところ
だと思う」と話す。

スペースデブリ（宇宙ゴミ）の問題もあるが、こ
れについては解決の目途が立ち始めている。宇宙に
は既に 2 万以上のデブリがあると言われ、さらに寿
命の短い小型衛星が加われば相当な数になる。低軌
道コンステ構想の推進は、デブリ対策とセットで進
める必要があるが、デブリの除去をビジネスにする
プレイヤーが複数登場しているからだ。スカパー
JSAT もその 1 社だ。「理化学研究所､ JAXA､ 名古
屋大学、九州大学それぞれと当社が連携し､ 低軌道
にあるデブリにレーザーを当てることで推力を生み、
軌道を下げて大気圈で燃やす衛星の開発を進めてい
る。 2026 年のサービス提供を目指している｣（画像
参照）と下間氏は説明する。
　こうした懸念もあるとはいえ、｢Spacex のベータ
プログラムによって実証されれば､ 爆発的に普及
するのではないか｣ というのが八亀氏の見立てだ。
｢Spacex は元々､ 2021 年からの本格サービス開始を

レーザー搭載衛星のイメージ　　 画像提供：スカパー JSAT

図表1　モルガンスタンレーによる宇宙産業の市場予測

スパカーＪＳＡＴ
宇宙事業部門
グローバル事業本部
モバイル事業部長
下間健市　氏
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掲げていた。このままオンスケジュールで行けば
､ 2021 年が通信衛星メガコンステのサービスイン元
年ということになる。価格次第では、一部の静止衛
星を使った通信サービスと置き換わる可能性もある。
衛星通信には専用のハードウェアが必要になるので、
まずは B2B から広がるだろう｣
　モルガンスタンレーは､ 2040 年の宇宙産業の市場
規模は 1 兆ドルに達し、そのうち約 4 割をインター
ネットサービスが占めると予測している。

■静止衛星は高速化がカギ
　静止衛星にも動きがある。｢低軌道コンステと違い、
目立ってはいないかもしれない。しかし、HTS（High 
Throughput Satellite）をはじめとした技術革新に伴
い、着実に衛星通信市場は大きくなっている。現時
点で、グローバルで 1 兆円規模の市場がある。低軌
道コンステが実現すると、全部パラダイムシフトす
るということもない｣ と下間氏は語る。理由は、低
軌道衛星と静止軌道衛星にはそれぞれメリット ･ デ
メリットがあるからだ。
　｢低軌道コンステは衛星が動くため､ 地球側には動
いている衛星を正しく捕提するためのソフトウェア､
ハードウェアのさらなる開発が必要になる。

一方､ 静止軌道衛星は赤道上に地球の自転と同じ
速度で回転しているため止まって見える。そのため、
捕提する衛星を切り替える必要が無いので使いやす
い。用途や地上の環境などによって､ 適材適所になっ
ていくだろう｣
　静止軌道衛星の課題は高速化だ。

現状､ 一般的な HTS はスループットが数 10 ～
100Gbps ほど。｢既に静止衛星はモバイルバックホー
ルにも使われているが、これは 5G になっても同様だ
ろう。ただ､ HTS などで高性能化しているとはいえ、

さらに高速な通信衛星を準備していかないとニーズ
に応えられない」

■衛星通信はもっと身近に
　間違いないのは､ 衛星通信は今後ますます生活に
浸透していくことだ。
　「これまでも消費者の方が意識しないうちに衛星通
信によるサービスは浸透してきた。例えば衛星放送
がそうだし、最近では国内線の飛行機内で普通にス
マホの Wi-Fi 通信ができるようにもなっている。今
後も、『気づいたら衛星が使われていた』というよう
に徐々に活用範囲が広がっていくだろう。さらに未
来のことを言えば、有人の月周回だったり、月や火
星に人を送り込む計画が進んでいる。その際､ 衛星
通信が必要になることは間違いない。生活に直結す
るものではないかもしれないが､ 衛星通信を報道で
目にする機会も含めて身近になっていくだろう」と
下間氏は展望する。

（出典：テレコミュニケーション January 2021）

図表2　2019年グローバル衛生産業調査より、
衛星サービスの内訳

図表３　2019年グローバル衛生産業調査
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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㈱が天井埋込型ＰｏＥ給電スイッチ
CiLINシリーズ（CiLIN-5PoE+PD）を発売
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令和３年度 １級電気通信工事施工管理技術検定のご案内

1．申込受付期間
令和 3 年 5 月 6 日（木）～ 5 月 20 日（木）

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

　※令和 3 年度より令和元年度以降の受検実績を有する再受検申込者はインターネット申込みが可能になります。

2．申込用紙の販売
令和 3 年 4 月 12 日（月）より販売開始です。
申込用紙は、「第 1 次・第 2 次検定」、「第 1 次検定のみ」、「第 2 次検定のみ」の 3 種類があり 1 部 600 円です。

　※インターネット申込みをする場合は、申込用紙の購入は必要ありません。

3．試験日及び合格発表日
1級第 1次検定

　試験日：令和3年 9月 12日（日）/ 合格発表日：令和 3 年 10 月 14 日（木）

1級第 2次検定

　試験日：令和3年 12月 5日（日）/ 合格発表日：令和 4 年 3 月 2 日（水）

4．試験地
1級第 1次検定

札幌、仙台、東京、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本、那覇の 12 地区
（試験地については近郊都市も含みます。）
（金沢・熊本地区は当面の間の臨時開催地区）
1級第 2次検定

札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の 10 地区
　（試験地については近郊都市も含みます。）

5．受検手数料（建設業法施行令第27条の10）
第 1 次検定 13,000 円 / 第 2 次検定 13,000 円

令和 3 年度 1 級電気通信工事施工管理技術検定の実施について一般財団法人全国建設研修センターより公示さ
れましたので、ご案内いたします。
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6．受検資格（建設業法施行令第27条の5第1項等）
（１）１級電気通信工事施工管理技術検定・第１次検定

次のイ、ロ、ハ、ニ、ホのいずれかに該当する者

区分 学歴又は資格
電気通信工事施工に関する実務経験年数

指定学科 指定学科以外

イ

大学卒業者
専門学校卒業者（「高度専門士」に限る） 卒業後 3 年以上 卒業後 4 年 6 月以上

短期大学
高等専門学校卒業者
専門学校卒業者（「専門士」に限る）

卒業後 5 年以上 卒業後 7 年 6 月以上

高等学校・中等教育学校卒業者
専門学校卒業者（「高度専門士」「専門士」を除く） 卒業後 10 年以上 卒業後 11 年 6 月以上

その他の者 15 年以上

ロ 電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）による電気通
信主任技術者資格者証の交付を受けた者 6 年以上

ハ
高等学校
中等教育学校卒業者
専門学校卒業者（「高度専門士」「専門士」を除く）

卒業後 8 年以上の実務経
験（その実務経験に指導
監督的実務経験 1 年以上
を含み、かつ、5 年以上
の実務経験の後専任の
監理技術者による指導
を受けた実務経験 2 年以
上を含む）

ニ 専任の主任技術者の実務経
験が 1 年以上ある者

高等学校
中等教育学校卒業者
専門学校卒業者（「高度専
門士」「専門士」を除く）

卒業後 8 年以上 卒業後 9 年 6 月以上

その他の者 13 年以上

ホ 2 級の第 2 次検定に合格した者

（注 1）指定学科　施工技術検定規則（以下「規則」という。）第 2 条に定める学科をいう。（以下同じ。）
（注 2）旧学校令　大学は、旧大学令（大正 7 年勅令第 388 号）による大学、短期大学又は高等専門学校は、

旧専門学校令（明治 36 年勅令第 61 号）による専門学校、高等学校は、旧中等学校令　（昭和 18 年勅令第
36 号）による実業学校を含む。（以下同じ。）

（注 3）大臣認定者　大学若しくは短期大学と同等以上の学歴又は資格を有すると認定された者は、試験実施
機関が作成する「受検の手引」を参照のこと。

（注 4）実務経験年数の算定基準日　上記区分イ、ロ、ハ、ニの受検資格の実務経験年数は、それぞれ 1 級第
1 次検定の前日（令和 3 年 9 月 11 日（土））までで計算するものとする。

（注 5）指導監督的実務経験　上記区分イ、ロの実務経験年数のうち、1 年以上の指導監督的実務経験年数が
含まれていること。

（注 6）専任の監理技術者による指導を受けた実務経験　建設業法第 26 条第 3 項の規定により専任の監理技術
者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験をいう。（以下同じ。）

（注 7）高等学校の指定学科以外卒業者　高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定
試験規則（平成 17 年文部科学省令第 1 号）による試験、旧大学入学試験検定規則（昭和 26 年文部省令第
13 号）による検定、旧専門学校入学者検定規則（大正 13 年文部省令第 22 号）による検定又は旧高等学校
高等科入学資格試験規定（大正 8 年文部省令第 9 号）による試験に合格した者及び旧高等学校令（大正 7
年勅令第 389 号）による高等学校の尋常科、旧青年学校令（昭和 14 年勅令第 254 号）による青年学校本科、
旧師範教育令（昭和 18 年勅令第 109 号）による付属中学校、師範学校予科若しくは青年師範学校予科を
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卒業又は修了した者を含む。（以下同じ。）
（注 8）高等学校の卒業者　高等学校を卒業した者（上記区分ハを除く。）には、旧実業学校卒業程度検定規定

（大正 14 年文部省令第 30 号）による検定に合格した者を含む。（以下同じ。）
（注 9）短期大学の卒業者　短期大学を卒業した者には、旧専門学校卒業程度検定規定（昭和 18 年文部省令第

46 号）による検定に合格した者を含む。（以下同じ。）
（注 10）2 級合格者　2 級電気通信工事施工管理技術検定・第 2 次検定に合格した者及び令和 2 年以前の 2 級

電気通信工事施工管理技術検定に合格した者（以下同じ。）

（２）１級電気通信工事施工管理技術検定・第2次検定

　次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
イ　1級電気通信工事施工管理技術検定・第1次検定の合格者

　　　（ただし、（1）ホに該当する者として受検した者を除く
ロ　1級電気通信工事施工管理技術検定・第1次検定において、（1）ホに該当する者として受検した合格者の

うち（1）イ、ロ、ハ、ニ又は次のⅰ、ⅱのいずれかに該当する者

区分 学歴又は資格
電気通信工事施工に関する実務経験年数

指定学科 指定学科以外

ⅰ

2 級第 2 次検定合格後 3 年以上の者
合格後 1 年以上の指導監督的実務経験及び専任の
管理技術者による指導を受けた実務経験 2 年以上
を含む 3 年以上

2 級第 2 次検定合格後 5 年以上の者 合格後 5 年以上

2 級第 2 次検定合格後
5 年未満の者

高等学校
中等教育学校卒業者
専門学校卒業者（「高度専門士」

「専門士」を除く）
卒業後 9 年以上 卒業後 10 年 6 月以上

その他の者 14 年以上

ⅱ

専任の主
任技術者
の実務経
験 が 1 年
以上ある
者

2 級 第 2
次検定合
格者

合格後 3 年以上の者 合格後 1 年以上の専任の主任技術者実務経験を含
む 3 年以上

合格後 3 年
未 満 の 者

短期大学
高等専門学校卒業者
専門学校卒業者（「専
門士」に限る）

卒業後 7 年以上

高等学校
中等教育学校卒業者
専門学校卒業者（「高
度専門士」「専門士」
を除く）

卒業後 7 年以上 卒業後 8 年 6 月以上

その他の者 12 年以上

（注 1）上記区分ⅰ、ⅱにおける 2 級合格後の実務経験起算日は当該試験の合格発表日とする。
（注 2）指導監督的実務経験　上記区分ⅰの実務経験年数のうち、1 年以上の指導監督的実務経験年数が含ま

れていること。
（注 3）専任の主任技術者の実務経験　資格区分ⅱの 2 級合格後 3 年以上の者は、合格後 1 年以上の専任の主

任技術者の実務経験が含まれていること。
（注 4）実務経験年数の算定基準日　実務経験年数は、それぞれ 1 級第 2 次検定の前日（令和 3 年 12 月 4 日（土））

までで計算するものとする。
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ハ　第１次検定免除者
1）令和 2 年度 1 級電気通信工事施工管理技術検定・学科試験の合格者
2）技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）による第 2 次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門（選

択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。）とするものに合格した者で、第 1 次検定の合格を除
く 1 級電気通信工事施工管理技術検定・第 2 次検定の受検資格を有する者

（注）実務経験年数の算定基準日　上記 2）の実務経験年数は、1 級第 1 次検定の前日（令和 3 年 9 月 11 日（土））
までで計算するものとする。

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

■電気通信工事施工管理技術検定試験に関する問い合わせ先
一般財団法人　全国建設研修センター　試験業務局電気通信工事試験部電気通信工事試験課

　〒 187-8540　東京都小平市喜平町 2-1-2
　TEL：042-300-0205（代）
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令和３年度 ２級電気通信工事施工管理技術検定のご案内

1．申込受付期間
「第1次検定（前期）」
令和 3 年 3 月 3 日（水）～令和 3 年 3 月 17 日（水）

「第1次検定・第2次検定（同日試験）、第1次検定（後期）」
令和 3 年 7 月 13 日（火）～令和 3 年 7 月 27 日（火）

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

　※令和 3 年度より令和元年度以降の受検実績を有する再受検申込者はインターネット申込みが可能になります。

2．申込用紙の販売
申込用紙は、「第 1 次検定・第 2 次検定」、「第 1 次検定のみ（前期）」、「第 1 次検定のみ（後期）」、｢第 2 次検定のみ」
の 4 種類があり 1 部 600 円です。

「第1次検定（前期）」
令和 3 年 2 月 19 日（金）～令和 3 年 3 月 17 日（水）

｢第 1次検定・第2次検定、第1次検定（後期）」
令和 3 年 6 月 28 日（月）～令和 3 年 7 月 27 日（火）

※「第 1 次検定」の申込用紙について、学校等からの一括請求は、当センターのみの販売になります。
※インターネット申込みをする場合は、申込用紙の購入は必要ありません。

3．試験日及び合格発表日
「第1次検定（前期）」
試験日：令和3年 6月 6日（日）
合格発表日：令和 3 年 7 月 6 日（火）

「第1次検定・第2次検定（同日試験）、第1次検定（後期）」
試験日：令和3年 11月 21日（日）
合格発表日：第 1 次検定（後期）　令和 4 年 1 月 14 日（金）

　　　　　　：第 1 次検定・第 2 次検定（同日試験）　令和 4 年 3 月 2 日（水）

4．試験地
「第1次検定（前期）」

札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の 10 地区

「第1次検定・第2次検定（同日試験）、第1次検定（後期）」
札幌、釧路、青森、仙台、東京、新潟、金沢、静岡、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、鹿児島、那覇の 15
地区

令和 3 年度 2 級電気通信工事施工管理技術検定の実施について一般財団法人全国建設研修センターより公示さ
れましたので、ご案内いたします。
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（試験地については近郊都市も含みます。）
（釧路・静岡地区は当面の間の臨時開催地区）

5．受験手数料（建設業法施行令第27条の10）
第 1 次検定・第 2 次検定（同日試験）13,000 円
第 1 次検定 6,500 円／第 2 次検定 6,500 円

6．受検資格（建設業法施行令第27条の5第1項等）
（1）2 級電気通信工事施工管理技術検定・第 1 次検定
　令和 3 年度の末日における年齢が 17 歳以上の者（平成 17 年 4 月 1 日以前に生まれた者）

（2）2 級電気通信工事施工管理技術検定・第 2 次検定
　次のイ、ロのいずれかに該当する者
イ　2級電気通信工事施工管理技術検定・第1次検定の合格者で、次のいずれかに該当する者

学歴
電気通信工事施工に関する実務経験年数

指定学科の卒業者 指定学科以外の卒業者

大学卒業者
専門学校卒業者（「高度専門士」に限る） 卒業後 1 年以上 卒業後 1 年 6 月以上

短期大学
高等専門学校卒業者
専門学校卒業者（「専門士」に限る）

卒業後 2 年以上 卒業後 3 年以上

高等学校卒業者
中等教育学校卒業者
専門学校卒業者（「高度専門士」「専門士」を除く）

卒業後 3 年以上 卒業後 4 年 6 月以上

その他の者 8 年以上

電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）による
電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者 1 年以上

（注1）　実務経験年数の算定基準日　上記の実務経験年数は、2級第2次検定の前日（令和3年11月20日（土））
までで計算するものとする。

ロ　第1次検定免除者
1）　令和 2 年度 2 級電気通信工事施工管理技術検定　学科及び実地同日試験の学科試験合格者
2）　令和元年度以降の学科試験のみを受験し合格した者で、第 1 次検定の合格を除く 2 級電気通信工事施工

管理技術検定・第 2 次検定の受験資格を有する者
3）　技術士法による第 2 次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門（選択科目を電気電子

部門に係るものとするものに限る。）とするものに合格した者で、第 1 次検定の合格を除く 2 級電気通信
工事施工管理技術検定・第 2 次検定の受検資格を有する者

（注）実務経験年数の算定基準日　実務経験年数は、2 級第 1 次検定及び第 2 次検定同日試験の前日（令和 3
年 11 月 20 日（土））までで計算するものとする。（上記 1）を除く。）

（注意）詳細については、『受検の手引』を参照してください。
※今回公表していない詳細については、随時公表する予定です。

■電気通信工事施工管理技術検定試験に関する問い合わせ先
一般財団法人　全国建設研修センター　試験業務局電気通信工事試験部電気通信工事試験課

　〒 187-8540　東京都小平市喜平町 2-1-2
　TEL：042-300-0205（代）

ITCAvol62本文.indd   23 2021/03/08   16:00



24

電気通信事業法第 71 条が定める「工事担任者」は、
電気通信設備の接続を行う際に必要とされる国家資
格で、この工事担任者の知識や技術の向上を目的に
作られたのが「情報通信エンジニア」制度です。　

日本データ通信協会では、制度の普及促進を図る
目的で、情報通信エンジニアの育成と資格取得を支
援している団体を「情報通信エンジニア優良団体」
として毎年表彰しています。令和 2 年度も、工事担
任者スキルアップガイドライン委員会（委員長：小
宮一三　神奈川工科大学学長）の承認を経て、情報
通信エンジニア優良団体を選出し、企業 5 団体、学
校 3 団体を表彰しました。

平成 21 年度から「情報通信エンジニア資格者を
多数保有し、本資格の認知度及び社会的地位の向上
を図るとともに、資格取得に対し積極的に支援をさ
れている団体（企業や学校）」に対して優良団体と
して表彰し、日本データ通信協会から表彰状を贈呈
しています。

情報通信エンジニア資格は、毎年更新研修を受
けることにより多くの企業で自社の人材育成に、ま
た、いくつかの公共団体等で入札の考慮条件にする
等活用されています。高等学校では国家資格である
工事担任者資格の取得に併せて、情報通信エンジニ
アの取得を推奨しているところもあり、知識や技術
の日々向上に向けた努力ができる人材育成の証しと
なっています。受賞された団体は電気通信の最新技
術の知識習得に向けた取り組みを推進し、安心・安
全な情報通信基盤の維持向上と人材育成に多大な貢
献をされています。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊
急事態宣言の発令を受け、5 月の令和 2 年度第 1 回

工事担任者試験が開催されなかったことにより、情
報通信エンジニア資格の新規の申請者数は減少して
しまいました。しかし、それでも多くの人の育成と
資格取得のご支援をされている団体に敬意を表せず
にはいられません。今年度、受賞されました会員企
業をご紹介いたします。

■「企業の部」受賞企業（官公庁除く）
順位 法人名 資格者数

1 扶桑電通株式会社
（本社：東京） 54 名

2 株式会社 TOSYS
（本社：長野） 38 名

3 大和電設工業株式会社
（本社：京都） 33 名

４ 株式会社ベータテック
（本社：名古屋） 23 名

5 大和電建株式会社
（本社：福井） 20 名

＊情報通信エンジニアの有効期限は１年間なので、

団体の資格者数は毎年変動します。

　現在の資格者は１年以内に更新研修を修了した方

です。＜令和2年 9月 30日集計＞

■情報通信エンジニア優良団体表彰を受賞

例年は日本データ通信協会事務局より各団体に直
接お伺いし、表彰状をお渡しして意見交換を行う場
をもっているのですが、新型コロナウイルス感染症
が各地で猛威を振るう今年はそれもかなわず、代替
措置として各団体とオンライン会議ツールで結ぶ意
見交換会実施となりました。

INFORMATION

一般財団法人日本データ通信協会の工事担任者スキルアップガイドライン委員会は、｢情報通信エンジニア資格
の取得に積極的に取り組んでいる団体を表彰し、その結果を PRすることにより、情報通信エンジニア資格の
認知度及び社会的地位の向上を図ること｣ を目的として、平成21年度より優良団体を表彰しています。令和2
年度の「情報通信エンジニア優良団体表彰」は情報通信設備協会会員企業から4社が受賞いたしました。

令和2年度「情報通信エンジニア優良団体表彰」を
会員企業４社が受賞
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■「情報通信エンジニア」の資格を取得すれば！

１．最新の技術・知識を習得している工事担任者で
あることをお客様にも証明できます。

２．毎年開催される工事担任者スキルアップガイド
ライン委員会で審議・精選された最新技術等をま
とめたテキスト（contents/txt.html）により、最

新の技術・知識を体系的に修得できます。
３．「ICT セミナー」により、最新技術動向等を無

料で受講できます。
    ・「ICT セミナー」の概要を掲載した協会機関誌

を Web で閲覧できます。
４．業務で多忙な方も、自宅で情報通信分野の最新

動向や新技術の研修ができます。
　　・最新技術動向等に関するセミナーの案内や新

技術情報等が定期的にメール配信されます。
５．（一社）情報通信設備協会「LAN認定制度」は、

その認定条件として「情報通信エンジニア＜ビジ
ネス＞」資格を有する社員が在籍していると定め
られています

（出典：一般財団法人日本データ通信協会 HP　https://www.
dekyo.or.jp/engineer/ ・https://www.dekyo.or.jp/info/2020/12/
workforce/99299/）

（左より）扶桑電通㈱の人材育成室長の佐藤伸行氏、エンジニアリ
ング統括部長代理の間宮伸之氏、エンジニアリング統括部長の上
地浩夫氏、サポートサービス本部本部長付の石川守雄氏

（左より）㈱ＴＯＳＹＳの池田浩士担当部長 、笹井澄人社長

（左から）大和電設工業㈱の栩谷泰輝社長、渡辺卓也執行役員
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INFORMATION

　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」（2021 春版）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2019 年 11 月実施の
試験問題、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（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。

シリーズ 書　　　　名 判 型 頁 ISBN 定　価 斡旋価格

実戦問題
シリーズ

2021年版　第1級デジタル通信　実戦問題 A4 判 216 頁 978-4-86594-266-8 2,850 円 2,565 円

2021春　第2級デジタル通信　実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-86594-264-4 2,300 円 2,070 円

2021春　総合通信　実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-265-1 2,850 円 2,565 円

標　　準
テキスト
シリーズ

第1級デジタル通信　標準テキスト B5 判 376 頁 978-4-86594-267-5 2,800 円 2,520 円

第2級デジタル通信　標準テキスト B5 判 312 頁 978-4-86594-268-2 2,400 円 2,160 円

第2級アナログ通信　標準テキスト B5 判 304 頁 978-4-86594-269-9 2,400 円 2,160 円

総合通信　標準テキスト B5 判 480 頁 978-4-86594-270-5 3,400 円 3,060 円

科 目 別
テキスト
シリーズ

科目別テキスト　わかる全資格[基礎] B5 判 176 頁 978-4-86594-271-2 2,200 円 1,980 円

科目別テキスト　わかる全資格[法規] B5 判 224 頁 978-4-86594-272-9 2,200 円 1,980 円

科目別テキスト　わかる総合通信[技術・理論] B5 判 320 頁 978-4-86594-273-6 2,800 円 2,520 円

●工事担任者・試験対策書籍

協会推薦書籍の斡旋について
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地方本部 　イベント報告

九州

日程 2020 年 11 月17日（火）
時間 15:00 ～ 17:30

会場 九州地方本部事務所内（web 会議型式）
■九州地方本部Ｗｅｂセミナーを開催
九州地方本部としては初めての web 会議を利用してのセミナーを開催致しました。
賛助会員の TOA 株式会社・株式会社ドコモ・ヤマハ株式会社（SCSK）様 3 社にご講演をして頂きました。
講師の方には九州地方本部事務所に集合して頂き地方本部の PCより発信をして頂きました。
各社 45 分での講演をして頂きました。
各社の講演内容は下記の通りです。

　　　　　　　記
　１．TOA・・・・コロナ禍におけるソリューション及び新商品のご提案
　２．ヤマハ（SCSK）・・ヤマハ製品を使ったソリューション紹介
　３．NTTドコモ・・5G 時代の協創による価値創造の取組

6 社 15 名での開催実績となりました、3 社は多すぎるのではないかとの評価、自社での受講なので移動時間もなく良いとの評価
も頂きました。今後は会員各社の要望を伺いテーマについても企業に相談を行いながら、Web 開催での実施ができればと考え
ております。　
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2021年 IT業界主要イベントカレンダー

　2021 年に開催予定の IT 業界の主要イベントである大規模展示会、カンファレンスなどの開催スケジュールをご紹介
いたします。詳細は各展示会ホームページをご確認ください。

月 日 名　　称 会　　場 内　　容

4月

7日～9日 第16回【東京】総務・人事・経理
Week 東京ビッグサイト 総務・人事・経理等9つの専門店で構成される管理部門向

け展示会

7日～9日 名古屋ものづくり　ワールド2021 ポートメッセなごや
製造業の「短期開発、生産性向上、品質向上、VA/VE、コ
ストダウン」に寄与することを目的に開催している7つの展示
会

9日～10日 ジャンボびっくり見本市［大阪］ インテックス大阪 電設資材、照明、工具、電子・制御、空調・住宅設備等の展
示会

14日～16日 MedTech City Japan 2021 東京ビッグサイト メディカルシティ災害医療・防災安全展
14日～16日 コンテンツ東京　2020 東京ビッグサイト 日本最大のコンテンツビジネス総合展

14日～16日 Interop Tokyo 2021 幕張メッセ ネットワークコンピューティングに特化したテクノロジーの展示
会

14日～16日 デジタルサイネージジャパン2021 幕張メッセ 国内最大のデジタルスクリーンメディア産業の展示会

14日～16日 Smart Health Japan 2021 東京ビッグサイト Society5.0、通信機器、電気通信機器等の健康関連の展示
会

21日～23日 産業用カメラ展2021 パシフィコ横浜 産業用カメラの展示会。レーザーEXPO等同時開催

21日～23日 [東京] Japan マーケティングWeek 東京ビックサイト 企業の売上拡大につながるあらゆる製品・サービスの総合
展

26日～28日 第30回Japan IT Week　春 東京ビッグサイト 最新のIT製品・ソリューションが集まる、日本最大のIT展示
会

5月

12日～14日 自治体総合フェア2021 パシフィコ横浜 ICT、災害対策・危機管理、健康・介護・福祉・子育て支援、ま
ちづくり＆地域活性化、公共施設・オフィス環境、AI・RPA等

26日～28日 Smart Sensing 2021 東京ビッグサイト センサー、電子機器通信デバイス＆ネットワークシステム、ソフ
トウェア関連等の展示会

26日～28日 JECA FAIR 2021 
～第69回電設工業展～ インテックス大阪 電線・ケーブル、光ファイバー、配線器具、情報管理システム、

電気工事用OA・CAD等の展示会

6月

2日～4日 ワイヤレスジャパン 2021 東京ビッグサイト ワイヤレスを活用した製品・サービス・ソリューションの展示会

9日～11日 Smart Work 
ラーニングイノベーション2021 東京国際フォーラム 日々 進化するラーニングサポートと関連技術・サポートの展示と

セミナーを開催
14日～16日 ジャパン・ドローン2020 幕張メッセ ドローンに関する製品・サービス／システムの国際展示会

16日～18日 関西セキュリティEXPO インテックス大阪 防犯対策設備、サービス、監視・防犯カメラ、遠隔監視システム
等の展示会

7月

15日～16日 SUPER CITY/SMART CITY 
OSAKA 2021 グランフロント大阪 AIソリューション/IoTプラットフォーム/センサネットワーク等の

展示会

16日～17日 e-messe kanazawa 2021 
第36回いしかわ情報システムフェア 石川県産業展示館 ICT関連機器、ソフトウェア、ソリューション等の展示会

20日～21日 マーケティング・テクノロジーフェア
大阪2021 マイドームおおさか CRM関連製品、データ分析ツール、マーケティング・オート

メーション、AI、営業支援ツール、アプリ制作、SNS広告等

20日～21日 コールセンター/CRMデモ＆コン
ファレンス2021 in 大阪 マイドームおおさか システムプラットフォーム、音声認識、CRMアプリケーション、

Webマーケティングツール、IPテレフォニー等の展示会
20日～21日 イーコマースフェア 大阪2021 マイドームおおさか システム構築、ネットワークインフラ、セキュリティ等の展示会

20日～21日 使えるセンサ技術展2021 マイドームおおさか 自動運転、ロボット、社会インフラ、セキュリティ等の展示会とセ
ミナー

28日～30日 第1回Japan IT Week　名古屋 ポートメッセなごや 最新のIT製品・ソリューションが集まる、日本最大のIT展示
会

9月 29日 ～10月1
日 [関西] Japan マーケティングWeek インテックス大阪 企業の売上拡大につながるあらゆる製品・サービスの総合

展

10月
6日～8日 関西ものづくりワールド インテックス大阪

製造業の「短期開発、生産性向上、品質向上、VA/VE、コ
ストダウン」に寄与することを目的に開催している7つの展示
会

27日～29日 第12回Japan IT Week【秋】 幕張メッセ 最新のIT製品・ソリューションが集まる、日本最大のIT展示
会

11月 17日～19日 第6回【関西】総務・人事・経理
Week インテックス大阪 総務・人事・経理等9つの専門店で構成される管理部門向

け展示会

12月
1日～3日 スマートファクトリーJapan 2021 東京ビッグサイト 生産管理・製造現場の先進化・効率化する総合展示会

8日～10日 第31回ファインテック ジャパン 幕張メッセ 電子ディスプレイに関するあらゆる技術が一堂に出展する
商談展
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ITCA事業施策状況一覧
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最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  

セキュリティ等
各種セミナーを
無料料開講！
（お取引中の販売店様限定）	  

【横浜営業所】
【北北関東営業所】
【札幌営業所】

045-‐‑‒333-‐‑‒7211
048-‐‑‒645-‐‑‒1431
011-‐‑‒611-‐‑‒171103-‐‑‒3271-‐‑‒5151 03-‐‑‒3281-‐‑‒7000

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

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

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

新広告データ

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

最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  
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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
　人と人とのコミュニケーションを大切にして新たな時代を切り開く
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　事業部長 桝川 博史
■地方本部だより
　関西地方本部の活動報告
　～「顔認証システム」セミナーをLIVE配信で開催～
一般社団法人情報通信設備協会　関西地方本部　事務局長 江見 重和

■特集
「移動」の概念が変わる？ 新たな移動サービス「MaaS（マース）」
■業界特集
通信衛星メガコンステのサービスイン元年に

　衛星通信が爆発的普及？
■新製品・新サービス
パナソニックLSネットワークス㈱が天井埋込型PoE給電スイッチ

　CiLINシリーズ（CiLIN-5PoE+PD）を発売
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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

コロナ感染者数が冬の訪れとともに
増え続け、2回目の緊急事態宣言が1
月8日から2月7日まで発令されました。
その後も延長となり、在宅勤務をされて
いる方の生活が気になるところです。
そこで在宅での知識向上に役立てて
いただきたいのが、本号掲載の経済産
業省が開設した「巣ごもりDXステップ
講座情報ナビ」です。コンテンツが豊富
ですのでデジタルスキル向上にお役立
てください。
　毎年恒例の第一生命主催「2021年
サラリーマン川柳」にて優秀作品100
句が発表されました。今回はコロナ禍
に関する句が多く、在宅生活が面白く
表現されています。私の一押しは「下
書きの 送信キーを 猫が押し」でした。
猫を飼っているお宅は猫パンチに要注
意です。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　栩谷　晴雄

編集委員
　松山　仁
　山田　恭郎
　松本　正幸
　渡邊　秀治
　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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エフビットコミュニケーションズ㈱　福岡支店内
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