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今号の特集は、「食中毒」について
ご紹介しています。新型コロナウイルス
も怖いですが、梅雨時は、食中毒にも
要注意ですので「3つの原則・6つのポ
イント」を覚えて実行して頂きたいと思
います。「家庭での保存」で項目があり
ませんでしたが、冷蔵庫の定期的な清
掃も大切ですのでお忘れなく。
　今号より「ラウンジ」という新コーナー
を設け、クイズ・料理・豆知識等の掲載
を始めました。これは、「機関誌ITCA
アンケート」に皆様からのお声で「気さ
くな・楽しい」記事が欲しいと要望があ
りましたので、誰でも楽しめるページに
しました。新コーナー以外にも「すきまス
ペース」がありましたら、掲載していきた
いと思いますので、ぜひ全ページご覧
ください。
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ITCA憲章

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

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

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

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

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

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

FRONT VOICE

一般社団法人情報通信設備協会
理事長　今井　秀昭

令和3年度の事業運営に際して

日頃より会員の皆様におかれましては、当協会の活
動に対し多大なるご理解とご支援を賜りまして厚く御
礼申し上げます。
　
　昨年より蔓延している新型コロナウィルスにより世
界中そして日本においても大変な影響を受けておりま
す。更に今年に入り新型の変異種が見つかるなど、今
だにその脅威が収まらない状況です。会員の皆様も
感染防止に対する種々に大変苦労されていると思いま
す。加えて医療従事者や関係者の皆様におかれまして
は、第一線で直面し奮闘されていると伺っております。
感謝申し上げると共に少しでも早く収束に向かうこと
を祈るばかりです。

当協会におきましても令和2年度に予定しておりま
した事業計画に大きな影響を及ぼしました。感染拡大
防止の見地からセミナーの開催形式の変更、賀詞交歓
会・総会懇親会の中止や一部業務をテレワークで行い
ました。　

その中においてWEBを活用した協会の業務運営を
実施し、ある程度の収穫もあったかと思われます。従
来から理事会や各委員会議を財務健全化の手段の一つ
としてWEB会議形態を実施していた事もあり、一工
夫加える事で研修や ITCAセミナーのLIVE配信に繋
がり、結果効率化に結びつくことがわかりました。

その収穫も踏まえ、先の理事会で各委員会にて協議
された令和3年度の事業計画が議論され理事の承認を
頂きました。その一部を検討中も含め以下にご紹介致
します。

１．研修関係
（1）�中級ネットワーク研修、無線 LAN 研修形態を

抜本的に見直し、新たな形式でのハンズオンセ
ミナーの開催の検討。

（2）�初級ネットワーク研修は、アライドテレシス㈱
様が提供するウェビナー教材を活用しeラーニ
ング研修の踏襲。

（3）�Web配信方式による国家資格取得研修（工事担
任者資格の総合通信及び第1級デジタル通信、1

級及び2級電気通信工事施工管理技士など）
２．広報関係
（1）�従来からの機関誌「ITCA」を会員に役立つ且つ

親しまれる内容の充実。
（2）�HPにおいて会員サービス強化を目的とした掲載

内容の充実。
（3）アンケート実施、情報発信による広報活動への
反映。
３．業務関係
（1）ITCAセミナーの企画と実施
（2）�アライアンスの継続と新規事業の検討等であり

ます。

詳細は令和3年度総会議案書を始め、都度ご案内さ
せて頂きますのでご期待頂きたいと思います。

さて今年は、昨年延期されました東京オリンピック・
パラリンピックの開催が予定されております。東日本
大震災から10年、東北地方を初めとし再生・創生そ
してコロナ禍からの復活を確信させる希望に満ちた大
会となり、日本・世界に明るい話題を提供してくれる
ことを願っています。またその感動は「通信」によっ
て全世界に伝えられることでしょう。

総務省「情報通信白書2020」（少し古いですが）のデー
タによりますとテレワーク実施者へのアンケート結果
で会社にしかないデータが見られない・意思の疎通に
苦労したなど72.2％で何らかの問題があったとの事で
す。私たちが関わっている「情報通信分野」において
もwithコロナそしてニューノーマルの快適そして安
心・安全な環境実現のために寄与できる事がまだある
事でしょう。
　当協会としましても理事・事務局が一丸となって少
しでも会員の皆様に役立つより良い活動を目指してま
いります。

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

■厳島神社
厳島神社（いつくしまじんじゃ）は、海上に建ち

並ぶ建造物群と背後の自然とが一体となった景観は、
人類の創造的才能を表す傑作であります。建造物の
多くは 13 世紀に火災に見舞われましたが、創建時の
様式に忠実に再建され、平安時代、鎌倉時代の建築
様式を今に伝えていることなどが評価され、1996 年
に文化遺産に登録されました。

�

●宮島の構成資産
１．厳島神社（いつくしまじんじゃ）
２．厳島神社前面の海および背後の弥山原始林（み

せんげんしりん）を含む区域。
　登録地域の面積は、構成資産�431.2 ヘクタール、

それを保護する緩衝地帯は構成資産地域を除く
島全域で�2,634.3 ヘクタール。

●平清盛によって寝殿造り様式を取り入れ現存の規
模に造営された
厳島神社の創建は推古元年（593 年）、安芸守（あ

きのかみ）に任ぜられた平清盛によって仁安 3 年
（1168 年）�寝殿造り様式（平安時代貴族の邸宅建築様
式）を取り入れて現存の規模に造営されました。そ
の後、2 度にわたる火災で建物は全て焼失、現在の
社殿は仁治年間（1240 年～ 1243 年）以降に再建さ
れたものです。

厳島神社の建造物は 6 棟（本社本殿・幣殿・拝殿、
本社祓殿、摂社客神社本殿・幣殿・拝殿、摂社客
神社祓殿、回廊東廻廊、廻廊西廻廊）が国宝に、11
棟 3 基（大国神社本殿、豊国神社本殿、宝蔵、反橋、
能舞台、大鳥居、多宝塔、五重塔など）が国の重要
文化財に指定されています。

●神をいつきまつる島
厳島神社の背後にそびえる弥山（みせん）は神体

新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受ける企業も多く、企業や雇用者は感染症の拡大を抑制する取組みと
して、対面接触や通勤リスクを避けるためのテレワークといった代替技術を積極的に取り入れて経済活動をして
います。いまだ収束が見えない状況ですが、今号は、広島県・宮島の魅力をご紹介させていただきます。広島県は、
世界的にも大人気の観光地で、世界遺産は原爆ドームや宮島の厳島神社、霊山、弥山があります。そして尾道の千
光寺、ロケ地としても人気の鞆の浦、三段峡と帝釈峡の渓谷美、歴史を物語る呉の大和ミュージアムと見どころ豊
富です。新型コロナ感染症が落ち着きましたら、ぜひ観光に来てください。

コロナ禍に負けない
～世界遺産宮島を紹介します～

一般社団法人情報通信設備協会　中国地方本部
事務局長　渡辺　博明

厳島神社・大鳥居
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山であるため、手つかずの原始林が残っています。�
鎌倉時代からは、宮島全体が神社地として保護さ
れ、当時のままの姿で保存されていて、国の特別史跡、
特別名勝に指定されています。弥山北側斜面の原始
林は国の天然記念物に指定されています。

社殿が海にせり出すように築かれたのは、「神をい
つきまつる島」として崇められていた神聖な土地に
建てるのを避けたためだと伝えられています。弥山
山頂付近には弘法大師が開いたという弥山本堂（求
聞持塔）、霊火堂が建立されています。
�
●厳島神社の歴史を学ぶ
飛鳥時代
593 年（推古元年）

佐伯鞍職が厳島神社を創建したと伝えられる。
平安時代
811 年（弘仁�2 年）

日本後紀に伊都岐島名神の名が記される。厳島神
社の文献的初見。

1146 年（久安�2 年）
平清盛が安芸守となる。

1168 年（仁安�3 年）
平清盛によって寝殿造り様式（平安時代貴族の邸
宅建築様式）を取り入れ現存の規模に造営された。
室町時代
1407 年（応永 14 年）

五重塔が建立される。
1523 年（大永�3 年）

多宝塔が建立される。
安土桃山時代
1587 年（天正 15 年）

大経堂（千畳閣）、豊臣秀吉によって創建された。
江戸時代
1680 年（延宝�8 年）

能舞台、造立された。
明治時代
1871 年（明治�4 年）

神仏分離令により、大経堂（千畳閣）は豊国神社（厳
島神社の末社）に、五重塔は豊国神社のものとなっ
た。

1875 年（明治 8�年）
大鳥居を再建（現在の大鳥居で平安時代以降 8 代
目）。
昭和時代
1929 年（昭和�4 年）

弥山原始林（宮島の面積の 5.3％に当たる約 160 ヘ
クタール）が国の天然記念物に指定された。

1952 年（昭和 27 年）
文化財保護法の施行により、厳島神社の主要建造
物は国宝もしくは国の重要文化財に、厳島と神社
前面の海域は国の特別史跡ならびに特別名勝に、
弥山山頂付近の原始林は国の天然記念物に指定さ
れた。
平成時代
1996 年（平成�8 年）

第 20 回世界遺産委員会で世界遺産への登録が決定。
2001 年（平成 13 年）

宮島国有林が、文化財などの修復に必要な桧皮、
木材などを供給するため「世界文化遺産貢献の森
林」に認定される。

�

写真提供：「写真は日本の世界遺産（https://heiwa-ga-ichiban.
jp/sekai/）より」

■広島県のお土産
「もみじ饅頭」

人気のもみじ饅頭こしあん、つぶあん、抹茶あん、
チョコ、クリーム詰め合わせ。広島土産の定番です。
�

「因島のはっさくゼリー」
八朔（はっさく）の発祥の地とされている因島で

採れた果肉をたっぷりと使ってつくったゼリーです。
甘さに加えてスッキリとした酸味があり、ほのかに
残る大人な苦みが特徴です。

厳島神社・本社
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業界ニュース　2月 

　日本商工会議所は、2021 年 2 月の早期景気観測（LOBO）の調査結果を発表した。2021 年 2 月の動向は、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需要が伸びている半導体・電子部品関連の製造業の
ほか、巣ごもり需要により飲食料品や家具家電の売上が堅調な小売業が全体を押し上げた。一方、10 都府県にお
ける緊急事態宣言の延長に伴う営業時間の短縮や Go�To キャンペーンの一時停止により、客足が落ち込む外食産
業や観光産業では苦戦が続く。同業種でも扱う商材などにより好不調が分かれる状況もうかがえるほか、新型コロ
ナウイルス感染対策のコスト増加による収益圧迫などもあり、中小企業の景況感は足元で鈍い動きが続いている。
　今後の先行き見通しは、コロナ禍の収束が見通せない中、新たな借入への懸念や、雇用調整助成金の特例措置な
どの政策効果剥落後の資金繰り悪化、春の観光需要喪失を不安視する声は多く、先行きの不透明感から、中小企業
においては慎重な姿勢を崩していない。一方、半導体・電子部品関連の生産増や巣ごもり消費による下支えのほか、
新型コロナワクチンによる感染抑制に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）2021 年 2 月調査結果�2 月の動向�）

日本商工会議所が2月の早期景気観測を発表

NTTテクノクロス㈱は、AI技術と NTTアクセスサービスシステム研究所の技術を活用し、稟議や申請など社内
の事務処理をする際に、企業独自のシステムやルールに合わせて書き方や注意事項を自動で提案する新たなソリュー
ション「BizFront/SmartUI�Decision�Manager（ビズフロント　スマートユーアイ　デシジョン　マネージャー）」を
2021年 2月 8日より販売開始した。特長は、①AIが申請時の書き方や注意事項を提案　②既存システム改修不要で
コスト削減　③社内ルールの管理／運用が簡単　価格（税別）:年額 100万円～　お問い合わせ先：NTTテクノクロ
ス㈱　戦略ビジネス特区　TEL:045-212-7484

（出典URL:�https://www.ntt-tx.co.jp/whatsnew/2021/210202.html�）

NTTテクノクロスが稟議や社内手続きの処理を効率化し Employee experience（従業員体験）を
向上する「BizFront/SmartUI Decision Manager」を販売開始

IDCJapn ㈱は、日本国内におけるトラディショナル PC 市場出荷実績値について発表した。これによると、国
内トラディショナル PC 市場の出荷台数は、2020 年通年で 1,734 万台、前年比 0.1％減、2020 年第 4 四半期（10
月～ 12 月）では 474 万台、同比 4.7％増となった。2019 年は、Windows7 の延長サポート（2020 年 1 月）前の買
い替え需要が発生し、国内トラディショナル PC 市場は過去最大規模となる 1,736 万台の出荷数を記録し、2020
年はその反動減が見込まれていた。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大がきっかけとなり、家庭での
仕事や学習に PC を使用するケースが急拡大したこと、また、政府の「小・中学校における生徒一人に PC 一台」
制作（GIGA スクール構想）が始動したことによって、コンバーチブルノートブック PC やデタッチャブルタブレッ
トの特需が発生した。CPU、ディスプレイ、IC チップなどの部材不足が下振れ要因となったものの感染症拡大と
GIGA スクール構想が市場を牽引し、2020 年通年では 2019 年に続いて記録的な出荷数（1,734 万台）を達成した。

（出典 URL:�https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ47486921�）

IDCJapanが2020年通年の国内トラディショナル PC市場実績値を発表

NECは、出社と在宅を併用する勤務など、New�Normalな働き方を支援するビジ
ネス・教育向けパソコンMate/VersaProシリーズ18タイプ58モデルを2021年 2月
2日に発売した。新製品では、14型「VersaProタイプVM」など3タイプにおいて、
従来の「Webミーティング機能」に発言者の声量の大小を均一化する「受話音量の
均一化機能」を新たに搭載した。本機能はヘッドフォン使用時にも対応する。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を「VersaPro�
UltraLiteタイプVC」、「VersaProタイプVS」に搭載し、自宅とオフィス間の持ち運
びや自宅・社内の移動時の負担を軽減する。また、IRカメラと指紋センサの対応機
種も拡充した。　価格商品ページURL:https://jpn.nec.com/press/202102/20210202_01.
html　お問い合わせ先：NEC　121コレクトセンター　0120-977-121

（出典URL:�https://jpn.nec.com/press/202102/20210202_01.html�）

NECが出社と在宅勤務を併用した働き方などを支援するビジネス・
教育向けパソコン VersaPro/Mateの新製品を発売

VerdsPro　タイプ VM

VerdsPro UltraLiteタイプ VC
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　TOA㈱は、2021年 2月 26日に、AIカメラが作成した
プライバシー保護画像を活用する「混雑状況配信ソリュー
ション」の、Webサービスを提供開始した。同サービス
では、施設や店舗などに設置した防犯カメラの映像をお
客様のホームページに表示させることができ、手軽にリ
アルタイムの混雑具合を発信できる。感染症対策と集客
の両立をサポートし、安心してお客さまにご利用いただ
きたいという願いを実現した。今回提供を開始するサー
ビスは、ネットワークカメラシステム「TRIFORAシリー
ズ」でご利用いただけるWebサービスプランである。AIを搭載した「TRIFORAシリーズ」カメラの画像をお客さ
まの既存のホームページに組み込んでいただくことも、そのまま閲覧できるURLとして提供することも可能である。
専用のサーバーも不要なうえ、ホームページの運用に関する高度な技術も不要なため、導入までの手間やコストを削
減できる。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/2021/news2021-03-01ai.htm�）

TOAが「混雑状況配信ソリューション」Webサービスを提供開始

AIカメラが作成したプライバシー保護画像を
ホームページなどに手軽に公開可能

　ブラザー工業㈱は、リモートワークやテレワークにも活躍する iPad用
ノートアプリ「BuddyBoard（バディボード）」を開発し、2021年 2月 15
日よりテストマーケティングを目的としてApp�Storeにて提供開始した。
BuddyBoardは、離れていてもノート上に書き込む内容をリアルタイム
で共有できる iPad用ノートアプリである。紙にメモするように、誰でも
簡単に使えるだけでなく、ノートアプリならではの便利な機能が搭載さ
れている。iPadで書き込んだノートはWebブラウザを使って様々なデバイス上でほぼ遅延なく表示できるだけでなく、
BuddyBoardユーザー同士なら複数人で同時に書き込むこともできる。また、書き込んだノートをエクスポートできた
り、ノート上に写真や画像をインポートしてメモを加えたりすることができる。会議室でのミーティングや、教室で行
う授業などと同じようにメモや写真を共有できることで、具体性を持ったディスカッションができ、オンライン会議や
オンライン授業などにおける双方向でのコミュニケーションが容易になる。さらに、通信量が少ないためWeb会議ツー
ルと併用することも可能である。お問い合わせ先：ブラザー工業㈱　buddyboard@brother.co.jp

（出典 URL:�https://www.brother.co.jp/news/2021/210215buddyb/index.aspx�）

ブラザー工業がメモをリアルタイムに共有でき、リモートワークの効率化に貢献する
iPad用ノートアプリ「BuddyBoard」を販売開始

iPad用ノートアプリ「BuddyBoard」

㈱スカイコムは、PDF 生成・加工処理ソフトウェア「SkyPDF7 シリーズ」のマイナーアップデートに伴い、テ
レワークの実現を阻む紙とハンコの課題を解決する「SkyPDF�SmartWorker7」、「SkyPDF印鑑作成7」の 2製品を、
2021年 2月 3日より販売開始した。また開発ツールキット「SkyPDF�Tools�SDK�Ⅲ」の有力オプション製品「SkyPDF�
Tools�SDK�Ⅲ印鑑作成プラグイン」も同日より販売開始した。「SkyPDF�SmartWorker7」は、Offi��ceアプリケーショ
ンを使用して直感的な操作でフォームPDFを作成でき、また動画、音声データを挿入してリッチメディア付PDFファ
イルを作成できるペーパーレス化ツールである。「SkyPDF 印鑑作成 7」は、お持ちの印鑑や画像を印影データとし
て取り込み、パソコンやタブレット端末で使えるPDF印鑑（電子印鑑）ファイルを作成するツールである。お問い
合わせ先：㈱スカイコム　TEL:03-5289-0788

（出典URL:�https://www.skycom.jp/news/release/2021/00154/�）

スカイコムがテレワークの実現を阻む紙とハンコの課題を解決する「SkyPDF SmartWorker7」
「SkyPDF印鑑作成7」を販売開始

㈱NTTPCコミュニケーションズは、中堅・中小企業のリモートワークを簡単・安価に実現するために、セキュリティ
の強化、社内ネットワークの輻輳回避、マネジメント機能をワンパッケージにしたゼロトラスト対応の新サービス

「Secure�Access�Gateway（セキュア�アクセス�ゲートウェイ）」を2021年 2月 9日より提供開始した。特長は、①セキュ
リティ機能：インターネット上の脅威からユーザーを守るセキュリティ　②ネットワーク機能：インターネットブレ
イクアウトを利用した社内ネットワークの輻輳回避　③マネジメント機能：高度な専門知識なしで簡単な管理を実現
　お問い合わせフォーム：https://dm.nttpc.co.jp/form/inq_sase.htm　

（出典URL:�https://www.nttpc.co.jp/press/2021/02/202102091500.html�）

NTTPCコミュニケーションズが中堅・中小企業のリモートワークを実現するゼロトラスト対応
新サービス「Secure Access Gateway」の提供開始
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業界ニュース　3月 

　日本商工会議所は、2021 年 3 月の早期景気観測（LOBO）の調査結果を発表した。2021 年 3 月の動向は、デジ
タル投資の増加を背景に需要が伸びている半導体関連や堅調な自動車関連の製造業のほか、飲食料品・家電製品
を中心に巣ごもり消費に下支えされた小売業で業況感が改善した。また、一部地域では、緊急事態宣言の解除に
伴い、飲食店などで日中の客足が回復し、売上に持ち直しの動きがみられた。しかし、原油価格の上昇による燃
料費の増大等のコスト負担増や年度末の資金繰りを不安視する声も多く、中小企業の景況感は持ち直しの兆しが
みられるものの、依然厳しい状況が続く。
　今後の先行き見通しは、ワクチンによる感染抑制や、緊急事態宣言解除に伴う客足回復への期待感から、小売
業や飲食業を中心に持ち直しを見込む。一方で、雇用調整助成金の特例措置などの政策効果剥落後や資金繰りの
悪化、経済活動の再開に伴う感染再拡大への懸念のほか、原材料費や燃料費の上昇等による採算悪化を不安視す
る声も多く、警戒感が続く。

（出典 :�日本商工会議所��商工会議所 LOBO（早期景気観測）2021 年 3 月調査結果�3 月の動向�）

日本商工会議所が３月の早期景気観測を発表

NEC は、企業が安全に DX を進めるために必要なセキュリティ設計・実装能力を備えた人材の育成と適正人材
の発掘を目的とした演習型の教育サービスを2021年 3月1日より提供開始した。本サービスは、システムのセキュ
ア構築・予防に重点をおいたサイバーセキュリティ演習を行う「NEC サイバーセキュリティ訓練場演習」と、組
織内の幅広い層を対象に競技形式でセキュリティ技術の学習とスキルレベルの可視化を行い適正人材の発掘を支
援する「NEC サイバーセキュリティ競技場演習」の 2 サービスである。お問い合わせ先：NEC　サイバーセキュ
リティ戦略本部　E-mail:info@cybersecurity.jp.nec.com

（出典 URL:�https://jpn.nec.com/press/202103/20210301_01.html�）

NECが安全な DXシステムを実現するセキュリティ人材の育成と発掘を支援する
演習型の教育サービスを提供開始

パロアルトネットワークス㈱は、5 歳から 15 歳までの児童生徒を対象としたサイバーセキュリティの教育プロ
グラム「初めてのサイバーセキュリティ」を 2021 年 3 月 9 日より教育業務従事者に対し無償で提供開始した。本
プログラムは、政府主導で推進されている「GIGA スクール構想」下において、児童生徒が安全にインターネッ
トを利用し、ネットリテラシーを学習できるよう、教育機関や学習塾向けに提供するものである。提供方法：パ
ロアルトネットワークス公式ページより登録の上、ダウンロード　https://start.paloaltonetworks.jp/cyber-aces.
html　お問い合わせ先：パロアルトネットワークス㈱　TEL:03-6205-8061

（出典 URL:�https://www.paloaltonetworks.jp/company/press/2021/palo-alto-networks-launches-fi�rst-
cyber-security-a-security-education-program-for-children-students�）

パロアルトネットワークスが児童・生徒向けセキュリティ教育プログラム
「初めてのサイバーセキュリティ」を無償提供開始

　OKI は、光ファイバーセンサー WX1033 シリーズに接続される 16 系統の
光ファイバーを集約し、1 台のセンサーで最大 80km にわたる温度分布やひ
ずみ分布の測定を可能にする「WX1034 光スイッチ」を 2021 年 3 月 2 日よ
り販売開始した。本スイッチは、16 の測定チャネルを備え、かつ測定チャネ
ル間をリアルタイムに切り替えることができる光スイッチである。光ファイ
バーセンサー WX1033 シリーズと WX1034 を組み合わせることで、最大 16 系統の光ファイバーによる測定が可
能となる。これにより 1 台の光ファイバーの測定距離を 1 系統 1km から 16 系統 80km まで拡張することができ、
測定距離あたりの導入コストを大幅に抑えることができる。また接続された複数の光ファイバーをつなぎ替える
ことなく、測定チャネルを自動で切り替えながら、1 系統の光ファイバーあたり約 20 秒間隔で連続測定すること
ができる。標準価格（税別）:「WX1034 光スイッチ」1,500,000 円　「光スイッチ拡張ライセンス」1,000,000 円　
※光ファイバー WX1033 シリーズとの組合せで使用　お問い合わせ先：OKI�ソリューションシステム事業本部　
IoT プラットフォーム事業部　お問い合わせフォーム　https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=181j

（出典 URL:�https://www.oki.com/jp/press/2021/03/z20119.html�）

OKIが光ファイバーセンサー向け「WX1034光スイッチ」を販売開始

WX1034光スイッチ
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　富士通㈱は、ブラウザのみで簡単にオンラインコミュニケーションが始められ、幅広い年齢層の人に対して非対面で
商品説明や契約確認などが行えるサービス「FUJITSU�Finplexオンライン接客サービスeXcloser」を開発し、主に金融
機関に向けて2021年 3月 8日より提供開始した。本サービスは、主に金融機関の営業職員やライフコンサルタントが、
オンラインで商品紹介や契約確認といった業務を行えるもので、お客様は専用のアプリケーションのインストールが不
要で、営業職員から送られてきたURLにPCやタブレット、スマートフォンからアクセスするなど簡単な手順でコミュ
ニケーションが始められる。これにより、幅広い年齢層の人に対して、オンラインを活用した非対面での営業活動をサ
ポートする。価格：個別見積　お問い合わせ先：富士通コンタクトライン　0120-933-200

（出典URL:�https://pr.fujitsu.com/jp/news/2021/03/8.html�）

富士通がブラウザのみでオンライン接客を実現する「Finplex eXcloser」を提供開始

　東日本電信電話㈱は、テレワークにおける取引先等との円滑なコミュニケーションを実現するサービス「ひかり
クラウド電話 for�Microsoft�Teams」を 2021 年 4 月 26 日より提供開始した。マイクロソフトが提供するチーム　コ
ラボレーションツール「Microsoft�Teams」にてオフィスの電話番号の発信・着信が可能となり、また日々の業務に
利用される電話やチャット、WEB 会議などの多様なコミュニケーション手段を「Microsoft�Teams」を導入したパ
ソコンやスマートフォンに統合することが可能である。お問い合わせ先：お客様を担当する NTT 東日本の営業担当、
または URL よりお問い合わせ：https://business.ntt-east.co.jp/service/cloud_denwa/

（出典 URL:�https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20210324_02.html�）

NTT東日本が「ひかりクラウド電話 for Microsoft Teams」を提供開始

　NEC ネッツエスアイ㈱は、㈱ E4 とリセラー契約を締結し、2021 年
3 月 30 日より日程調整サービス「eeasy（イージー）」を提供開始した。
eeasy は、会議の打合せなどの調整をグループウェアとの連携で簡素
化し、抽出された候補日程をクラウド上で共有するだけで日程調整を
可能にするものである。従来、会議の設定までにメールや電話で何往
復かのやり取りが必要であったところを、自動抽出された関係者の空
き状況を URL 化し連絡する、という 1 ステップにする。それにより
調整に割いていた時間を有意義に活用できるだけでなく、会議設定か
ら調整完了までの時間を短縮し、業務の効率化とビジネススピードの
加速に貢献する。eeasy の機能は、①クラウド上で情報を共有し、簡
単に日程を調整　②オンライン会議の ID を自動発行し共有　③受付
ページで一括予約管理　提供価格：1 ユーザー　935 円（税込み）／月
　お問い合わせ先：NEC ネッツエスアイ㈱　DX ビジネス推進本部　
第一サービス企画グループ　E-Mail:eeasy-sales@ml.nesic.com

（出典 URL:�https://www.nesic.co.jp/news/2021/20210330.html�）

NECネッツエスアイがコミュニケーション変革を推進する「eeasy（イージー）」を提供開始

eeasyでの日程調整イメージ

　ヤマハ㈱は、シンプルL2スイッチ「SWX2100シリーズ」の後
継として、シンプル L2 スイッチ『SWX2110-5G』『SWX2110-8G』

『SWX2110-16G』とシンプルL2PoEスイッチ『SWX2110P-8G』の計
4モデルを2021年4月に発売した。今回発売したシンプルL2スイッ
チ『SWX2110シリーズ』は、SOHO・小規模オフィスや小売／飲食
店において、ネットワークの末端での使用に最適なシンプルスイッ
チである。ルーターのポート拡張用としても使いやすい5ポートモデルも新たにラインアップへ追加した。全モデルに
金属筐体を採用することで放熱性を高め、従来の「SWX2100シリーズ」に比べて小型化を実現し、設置性も向上させた。

『SWX2110P-8G』は、8ポート中4ポートで IEEE802.3atに対応し、1ポートあたり最大30W、装置全体で70Wの給電
が可能なPoEスイッチである。IPカメラや無線LANアクセスポイントなどのPoE機器を少数使用する、小規模なネッ
トワークに最適である。また、ヤマハルーターや「Yamaha�LAN�Monitor」と組み合わせることで、LANの見える化
機能「LANマップ」での管理に対応する。さらに、本機をエッジスイッチとして利用することで、本機に接続された
端末まで含めたネットワーク状態を確認できるため、トラブル対応や日頃の保守・運用業務の負荷を大幅に軽減する。
お問い合わせ先：ヤマハルーターお客様ご相談センター　TEL:03-5651-1330��Webサイト：https://network.yamaha.com

（出典URL:�https://www.yamaha.com/ja/news_release/2021/21031501/�）

シンプル L2スイッチ『SWX2110シリーズ』

ヤマハが LANの見える化を末端まで実現する、よりコンパクトに進化した
シンプルスイッチ4モデルを発売
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特集

腹痛や下痢、おう吐などの症状が急に出たことはありませんか。そんなときに疑われるもののひとつが「食中毒」
です。食中毒は、飲食店などで食べる食事だけでなく、家庭での食事でも発生しています。家庭での食中毒を防
ぐのは、食材を選び、調理する皆さん自身です。３つの原則、６つのポイントで食中毒を防ぎましょう。

食中毒を防ぐ３つの原則・６つのポイント

１．食中毒の原因は何？

食中毒を引き起こす主な原因は、「細菌」と「ウ
イルス」です。細菌もウイルスも目には見えない小
さなものです。細菌は温度や湿度などの条件がそろ
うと食べ物の中で増殖し、その食べ物を食べること
により食中毒を引き起こします。一方、ウイルスは、
細菌のように食べ物の中では増殖しませんが、食べ
物を通じて体内に入ると、人の腸管内で増殖し、食
中毒を引き起こします。また、ウイルスは低温や乾
燥した環境中で長く生存します。

細菌が原因となる食中毒は夏場（6月～ 8月）に多
く発生しています。その原因となる細菌の代表的な
ものは、腸管出血性大腸菌（O157、O111 など）やカ
ンピロバクター、サルモネラ属菌などです。食中毒
を引き起こす細菌の多くは、室温（約 20℃）で活発
に増殖し始め、人間や動物の体温ぐらいの温度で増
殖のスピードが最も速くなります。例えば、O157 や
O111 などの場合は、7 ～ 8℃ぐらいから増殖し始め、
35 ～ 40℃で最も増殖が活発になります（＊）。また、
細菌の多くは湿気を好むため、気温が高くなり始め、
湿度も高くなる梅雨時には、細菌による食中毒が増

えます。
　一方、低温や乾燥した環境中で長く生存するウイ
ルスが原因となる食中毒は冬場（11 月～ 3 月）に
多く発生しています。食中毒の原因となる代表的な
ウイルスであるノロウイルスは、調理者から食品を
介して感染する場合が多く、ほかに二枚貝に潜んで
いることもあります。ノロウイルスによる食中毒は、
大規模化することが多く、年間の食中毒患者数の 5
割以上を占めています。

このほか、毒キノコやフグなどの「自然毒」、アニ
サキスなどの「寄生虫」なども、食中毒の原因となっ
ています。このようにさまざまな原因物質によって、
食中毒は1年中発生しています。
＊参考：「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル～牛

肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌～」（食品安全委員会）

■知っておきたい食中毒の主な原因

・腸管出血性大腸菌（O157やO111など）

牛や豚などの家畜の腸の中にいる病原大腸菌の一
つで、O157 や O111 などがよく知られています。毒
性の強いベロ毒素を出し、腹痛や水のような下痢、
出血性の下痢を引き起こします。腸管出血性大腸菌
は食肉などに付着し、肉を生で食べたり、加熱不十
分な肉を食べたりすることによって食中毒を発症し
ます。乳幼児や高齢者などは重症化し、死に至る場
合もあります。
・カンピロバクター

牛や豚、鶏、猫や犬などの腸の中にいる細菌です。
この細菌が付着した肉を、生で食べたり、加熱不十
分で食べたりすることによって、食中毒を発症しま
す。また、吐き気や腹痛、水のような下痢が主な症
状で、初期症状では、発熱や頭痛、筋肉痛、倦怠感
などがみられます。
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・サルモネラ属菌

牛や豚、鶏、猫や犬などの腸の中にいる細菌で
す。牛・豚・鶏などの食肉、卵などが主な原因食品
となるほか、ペットやネズミなどによって、食べ物
に菌が付着する場合もあります。菌が�付着した食べ
物を食べてから半日～2日後ぐらいで、激しい胃腸炎、
吐き気、おう吐、腹痛、下痢などの症状が現れます。
・セレウス菌

河川や土の中など自然界に広く分布している細菌
です。土がつきやすい穀類や豆類、香辛料などが主
な感染源となり、チャーハンやスパゲティ、スープ
などが原因食品となっています。毒素の違いによっ
て、症状はおう吐型と下痢型の症状に分けられます。
おう吐型は食後 1 ～ 5 時間後、下痢型は食後 8 ～
16時間後に症状が現れます。セレウス菌は熱に強く、
加熱による殺菌が難しいのが特徴です。ただし、少
量では発症しないため、菌を増やさないことが予防
のポイントです。
・黄色ブドウ球菌

ブドウ球菌は自然界に広く分布し、人の皮膚や
喉にもいます。その中でも食中毒の原因となるのは、
黄色ブドウ球菌です。調理する人の手や指に傷があっ
たり、傷口が化膿したりしている場合は、食品を汚
染する確率が高くなります。汚染された食品の中で
菌が増殖し、毒素がつくられると食中毒を引き起こ
します。黄色ブドウ球菌は、酸性やアルカリ性の環
境でも増殖し、つくられた毒素は熱にも乾燥にも強
いという性質があります。汚染された食物を食べる
と、3時間前後で急激におう吐や吐き気、下痢などが
起こります。
・ウエルシュ菌

人や動物の腸管や土壌などに広く生息する細菌で
す。酸素のないところで増殖し、芽胞を作るのが特
徴です。食後 6 ～ 18 時間で発症し、下痢と腹痛が
主な症状として現れます。カレー、煮魚、麺のつけ
汁、野菜煮付けなどの煮込み料理が原因食品となる
ことが多く、対策としては、加熱調理した食品の冷
却は速やかに行い、室温で長時間放置しないことで
す。また、食品を再加熱する場合は、十分に加熱して、
早めに食べることがポイントです。
・ノロウイルス

ノロウイルスは手指や食品などを介して、口か

ら体内に入ることによって感染し、腸の中で増殖し、
おう吐、下痢、腹痛などを起こします。ノロウイル
スに汚染された二枚貝などの食品を十分加熱しない
まま食べたり、ノロウイルスに汚染された井戸水な
どを飲んだりして感染するほか、ノロウイルスに感
染した人の手やつば、ふん便、おう吐物などを介して、
二次感染するケースもあります。

２．台所に潜む食中毒の危険

～細菌とウイルスは食材や自分の手に～

食中毒は、飲食店などの外食で発生しているだけ
でなく、家庭でも発生しています。家庭における食
中毒は、症状が軽かったり、家族のうち全員には症
状が出なかったりする場合もあるため、食中毒であ
ると認識されないケースも少なくありません。

厚生労働省の統計では、家庭での食中毒の発生件
数は全体の1割程度となっていますが、実際にはもっ
と多く発生していると推測されます。家庭にも食中
毒の危険が潜んでいるのです。

食中毒の原因となる細菌やウイルスは目に見えな
いため、どこにいるか分かりませんが、私たちの周
りの至るところに存在している可能性があります。

肉や魚などの食材には、細菌やウイルスが付着し
ているものと考えましょう。
　また、いろいろな物に触れる自分の手にも、細菌
やウイルスが付着していることがあります。細菌や
ウイルスの付着した手を洗わずに食材や食器などを
触ると、手を介して、それらにも細菌やウイルスが
付着してしまいますので、特に注意が必要です。

きれいにしているキッチンでも、食中毒の原因と
なる細菌やウイルスがまったくいないとは限りませ
ん。食器用スポンジやふきん、シンク、まな板などは、
細菌が付着・増殖したり、ウイルスが付着しやすい
場所と言われています。

３．食中毒予防の原則

～食中毒の原因菌を「つけない」「増やさない」「やっ

つける」、原因ウイルスを「持ち込まない」「ひろげ

ない」「つけない」「やっつける」～

食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ
物に付着し、体内へ侵入することによって発生しま
す。食中毒を防ぐためには、細菌の場合は、細菌を
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食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増
やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっ
つける」という3つのことが原則となります。

また、ウイルスの場合は、食品中では増えないの
で、「増やさない」は、当てはまりません。ウイルスは、
ごくわずかな汚染によって食中毒を起こしてしまい
ます。ウイルスを食品に「つけない」を確実に実行
するためには、調理者はもちろんのこと、調理器具、
調理環境などの調理場全体がウイルスに汚染されて
いないことがきわめて重要になります。そのような
ウイルスに汚染されていない調理環境をつくるには、
調理場内にウイルスを「持ち込まない」、仮に持ち込
んだとしても、それを「ひろげない」ことが大切です。
すなわち、ウイルスによる食中毒を予防するために
は、ウイルスを調理場内に「持ち込まない」、食べ物
や調理器具にウイルスを「ひろげない」、食べ物にウ
イルスを「つけない」、付着してしまったウイルスを
加熱して「やっつける」という 4 つのことが原則と
なります。

その基本的な方法は、次のとおりです。

■食中毒の原因菌は

（1）つけない＝洗う！分ける！

手にはさまざまな雑菌が付着しています。食中毒
の原因菌やウイルスを食べ物に付けないように、次
のようなときは、必ず手を洗いましょう。
・調理を始める前
・生の肉や魚、卵などを取り扱う前後
・調理の途中で、トイレに行ったり、鼻をかんだりし

た後
・おむつを交換したり、動物に触れたりした後
・食卓につく前
・残った食品を扱う前

また、生の肉や魚などを切ったまな板などの器具
から、加熱しないで食べる野菜などへ菌が付着しな
いように、使用の都度、きれいに洗い、できれば殺
菌しましょう。加熱しないで食べるものを先に取り
扱うのも 1 つの方法です。焼肉などの場合には、生
の肉をつかむ箸と焼けた肉をつかむ箸は別のものに
しましょう。�食品の保管の際にも、他の食品に付い
た細菌が付着しないよう、密封容器に入れたり、ラッ
プをかけたりすることが大事です。

（2）増やさない＝低温で保存する！

細菌の多くは高温多湿な環境で増殖が活発になり
ますが、10℃以下では増殖がゆっくりとなり、マイ
ナス 15℃以下では増殖が停止します。食べ物に付着
した菌を増やさないためには、低温で保存すること
が重要です。肉や魚などの生鮮食品やお総菜などは、
購入後、できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。なお、
冷蔵庫に入れても、細菌はゆっくりと増殖しますの
で、冷蔵庫を過信せず、早めに食べることが大事です。
（3）やっつける＝加熱処理！

ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅し
ますので、肉や魚はもちろん、野菜なども加熱して
食べれば安全です。特に肉料理は中心までよく加熱
することが大事です。中心部を 75℃で 1 分以上加熱
することが目安です。

布巾やまな板、包丁などの調理器具にも、細菌や
ウイルスが付着します。特に肉や魚、卵などを使っ
た後の調理器具は、洗剤でよく洗ってから、熱湯を
かけて殺菌しましょう。台所用殺菌剤の使用も効果
的です。

ウイルスの場合は、調理場内へウイルスを「持ち
込まない」、「ひろげない」ことが重要です。

■食中毒の原因ウイルスは

（1）持ち込まない＝健康状態の把握・管理！

調理者等が調理場内にウイルスを持ち込まないた
めには、ウイルスに感染しない、感染した場合には
調理場内に入らないことが必要です。そのためには、
日頃から健康管理や健康状態の把握を行い、おう吐
や下痢の症状がある場合などは調理を行わないよう
にしましょう。
（2）ひろげない＝手洗い、定期的な消毒・清掃！

万が一、ウイルスが調理場内に持ち込まれても、
それが食品に付着しなければ食中毒に至ることはあ
りません。こまめな手洗いを行いましょう。また、
ふきんやまな板、包丁などの調理器具は、洗剤でよ
く洗った後、熱湯消毒を定期的に行いましょう。

■細菌やウイルスの付着を防ぐ正しい手の洗い方

手に付着した細菌やウイルスは、水で洗うだけで
は取り除けません。指の間や爪の中まで、せっけん
を使って正しい方法で手を洗いましょう
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４．食中毒を防ぐ６つのポイント

～食品の購入から食べるまでの過程で予防の原則を

実践～

家庭での食中毒予防は、食品を購入してから、調
理して、食べるまでの過程で、どのように、細菌を「つ
けない」「増やさない」「やっつける」を実践してい
くかにあります。ここでは、「買い物」「家庭での保存」

「下準備」「調理」「食事」「残った食品」の 6 つのポ
イントで、具体的な方法を紹介していきます。
（1）買い物

・消費期限を確認する
・肉や魚などの生鮮食品や冷凍食品は最後に買う
・肉や魚などは汁が他の食品に付かないように分けて

ビニール袋に入れる
・寄り道をしないで、すぐに帰る
（2）家庭での保存

・冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷
蔵庫や冷凍庫に保管する

・肉や魚はビニール袋や容器に入れ、他の食品に肉汁
などがかからないようにする

・肉、魚、卵などを取り扱うときは、取り扱う前と後
に必ず手指を洗う

・冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は -15℃以下に保つ
・冷蔵庫や冷凍庫に詰めすぎない（詰めすぎると冷気

の循環が悪くなる）

（3）下準備

・調理の前に石けんで丁寧に手を洗う
・野菜などの食材を流水できれいに洗う（カット野菜

もよく洗う）
・生肉や魚などの汁が、果物やサラダなど生で食べる

ものや調理の済んだものにかからないようにする
・生肉や魚、卵を触ったら手を洗う
・包丁やまな板は肉用、魚用、野菜用と別々にそろえ

て使い分けると安全
・冷凍食品の解凍は冷蔵庫や電子レンジを利用し、自

然解凍は避ける
・冷凍食品は使う分だけ解凍し、冷凍や解凍を繰り返

さない
・使用後のふきんやタオルは熱湯で煮沸した後しっか

り乾燥させる
・使用後の調理器具は洗った後、熱湯をかけて殺菌す

る（特に生肉や魚を切ったまな板や包丁）。台所用
殺菌剤の使用も効果的。

（4）調理

・調理の前に手を洗う
・肉や魚は十分に加熱。中心部を 75℃で 1 分間以上

の加熱が目安。
（5）食事

・食べる前に石けんで手を洗う
・清潔な食器を使う
・作った料理は、長時間、室温に放置しない
（6）残った食品

・残った食品を扱う前にも手を洗う
・清潔な容器に保存する
・温め直すときも十分に加熱
・時間が経ちすぎたものは思い切って捨てる
・ちょっとでもあやしいと思ったら食べずに捨てる

■食中毒かなと思ったら

おう吐や下痢の症状は、原因物質を排除しようと
いう体の防御反応です。医師の診断を受けずに、市
販の下痢止めなどの薬をむやみに服用しないように
し、早めに医師の診断を受けましょう。

（出典：政府広報オンライン　https://www.gov-online.go.jp/

featured/201106_02/index.html）
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ネットワークにも “脱炭素 ”が求められている。
　菅義偉首相は 2020 年 10 月、国内の温室効果ガス
の排出を 2050 年までに実質ゼロとする方針を表明し
た。従来も CSR や SDGs などを背景に､ 地球環境に
配慮した取り組みが求められていたが､ 脱炭素に向
けた動きが日本でいよいよ本格的に加速することに
なる。
　なかでも通信業界は､ 脱炭素社会の実現に向けて
重要な責任を担っている。理由は単純で､ 消費電力
が膨大だからだ。ICT ネットワークは世界の電力の
1.15％を消費し、二酸化炭素の排出量の 0.53％を占め
ていることが､ エリクソンとTelia から報告されてい
る。国内でもNTTグループの使用電力は、日本全体
の商用電力の1％を占めているのが現状だ。
　通信キャリアの意欲も高い。「ネットワークインフ
ラの運用コストにおける電力の割合は少なくない」と
エリクソン･ジャパンの藤岡雅宣氏が指摘するように
電力消費量の削減はコストの削減に直結するからだ。

「NTTドコモでは2030年までにトラフィックあたり
の電力消費量を､ 2013年に比べて10倍効率化させる
目標を掲げているが､ すでに9.6倍の効率化まで来て
いる」とNTTドコモの西島英記氏は明かす（図表）。

■本丸は基地局
通信キャリアが特に注力しているのが､ 基地局の

消費電力削減である。
NTTドコモは1年間に約30億キロワッﾄ時（kWh）

の電力を消費しているが、その約 7 割が基地局関連
である。そのため､「基地局内のハードウェアなどは
日々改善したものを導入している」とNTTドコモの
硎琢己氏は説明する。
　基地局は全国にあるが、トラフィック量が多いの
は圧倒的に都市部である。「実はそれ以外の75％の基
地局が扱っているトラフィック量は 25％ほどにすぎ
ない。この 75％の基地局の電力をいかに効率化する
かが､ 脱炭素のポイントになる」と藤岡氏は解説する。
扱うトラフィック量が少ないということは、それだ
け設備に余裕もあり、効率化の余地も大きい。具体
的には、トラフィック量などに応じて柔軟に基地局
機能の電源を ON ／ OFF することが消費電力の削減
につながる。
　例えばエリクソンでは、「MIMO�Sleep モード」と
いう機能を用意している。モバイル通信は､ 複数の
アンテナを用いる MIMO 技術により通信品質を向
上させているが、このアンテナの電源をオフにする

業界特集

あらゆる産業が脱炭素に向けて変革を迫られているなか、通信キャリアも力を入れている。特に、基地局の省電
力化には様々な技術が採用されている。今後は法制度の整備もポイントになる。

文◎松本　一郎（テレコミュニケーション）

モバイル網の脱炭素の取り組みとは
基地局に省エネ技術を集中

エリクソン・ジャパン
CTO　藤岡雅宣氏

図表　NTTドコモの環境負荷低減に向けた3つのアプローチ
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機能だ。「基地局にアンテナが 4 つあるということは、
4つの回路があるということ。トラフィック量が少な
い夜間などは 1 つや 2 つのアンテナでトラフィック
をさばくことが可能だ」（藤岡氏）。
　ボーダフォンはポルトガルにおいて、機械学習に
より最適な時間に MIMO�Sleep モードを適用できる
ようにスケジューリングし、各基地局の電力を平均
14％削減することに成功しているという。
　NTT ドコモは､ 基地局の消費電力を抑える取り組
みとして、「グリーン基地局」も展開している。「ソー
ラーパネルによる太陽光発電の電気を鉛やリチウム
の蓄電池に貯め、夜間
や停電時にも使えるよ
うにする仕組みだ」と
NTT ドコモの沖本秀樹
氏はグリーン基地局に
ついて説明する。
　2021年 2月時点で「全
国で200局以上にグリー
ン基地局の仕組みを導
入している」（沖本氏）
という。

�

■コアネットワークも改善
　コアネットワークにおいても低消費電力化の取り
組みは進んでいる。

NTT ドコモでは､ 複数の基地局を制御するための
装置などを配備する全国の大規模ビルにおいて､ 大
きく2つのアプローチで低消費電力を図っている。「1
つはハイボルト電源の導入だ。高圧にすることで送
電時のロスが減るため、高電圧の機器を積極的に導
入している。2つめは施設内の空調だ。温度センサー
を付け､ 熱が溜まっているところに絞って集中的に
冷やすなどの取り組みを行っている」とNTTドコモ
の小川将海氏は紹介する。

■電力もインフラシェアで効率化
　今後の脱炭素の取り組みにおいては、“ シェアリン
グ ” が 1 つのポイントになるだろう。�KDDI とソフ
トバンクは 2020 年 4 月 1 日、両者の基地局設備など
のインフラシェアリングを推進するための合弁会社

「5G�JAPAN」を設立した。「1つのビルやタワーに複
数のキャリアの基地局設備が設置するケースがある
が､ 各社が個別に電源設備を設けていることも多い。
そうした場所で複数の電源設備を 1 つにまとめれば
効率化できる」と藤岡氏は期待する。
　複数の基地局を連携させる仕組みの導入も有効だ。

「例えば都心などでは様々な周波数帯域を使ってネッ
トワークを維持している。夜間などに一部の周波数
を使わないように基地局感で連携すれば消費電力は
抑えられる。もっと言うと、夜間などは一部の基地
局を完全にスリープできる可能性がある」と藤岡氏
は指摘する。
　ただ､ 基地局を丸ごとスリープさせるような技術
の導入には、現行の法制度が障壁になる可能性がある。
　日本の電波法では､ 無線局の免許を取得するにあ
たって､ 一部を除いて空中線（アンテナ）に供給す
る電力の上限と下限が定められている。そのため、
電力を調整し過ぎると免許取得時の要件から外れて
しまう恐れがあるのだ。
　また､ 基地局装置にスリープ機能を導入すると、
スループットなどが低下する恐れがあり、キャリア
がユーザーや行政に説明 ･ 報告しているネットワー
ク性能を下回る可能性が出てくる。こうした事情が
あり、現状ではスリープ機能の導入には慎重な姿勢
になりやすい。モバイル網の脱炭素推進のためには、
法制度面の整備も必要だろう。

（出典：テレコミュニケーション�March�2021）

NTTドコモ
ネットワーク部
ネットワーク企画担当
担当部長
西島英記 氏

NTTドコモ
コアネットワーク部
コアネットワーク企画担当
担当部長
小川将海 氏

NTTドコモ
無線アクセスネットワーク部
無線アクセス建設担当
担当部長
沖本秀樹 氏

NTTドコモ
無線アクセスネットワーク部
無線企画担当
担当部長
硎琢己 氏

NTTドコモのグリーン基地局
（北海道）の外観
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新製品・新サービス

NECプラットフォームズがマルチバンドの LTEモバイル
ルータ「Aterm MR10LN」を販売開始

本商品は、国内 4 キャリアや海外 170 以上の国・
地域で利用されているバンドへの対応、デュアル
SIM カードスロットや最大 21 時間連続通信可能な大
容量バッテリの搭載など、モバイル通信の活用シー
ンを広げる機能を備えています。利用用途に応じた
最適な通信サービスを選択でき、外出先や自宅など
様々な場所でのテレワークやオンライン学習をサ
ポートします。

また、Wi-Fi 暗号化の最新技術である「WPA3」（注
2）に対応してセキュリティを強化するとともに、接
続中の端末を表示して不正アクセスを検知できる「見
えて安心ネット」（注3）、子供が持つスマートフォン
などの端末から接続可能な時間帯を設定して適切な
利用を促す「こども安心ネットタイマー」などの機
能を有しており、安全・安心な通信環境を提供します。

■主な特長
１．マルチバンド対応
　国内 4 キャリアや海外 170 以上の国・地域で利用
されている 11 バンド（注 4）に対応しており、対応
バンド数は国内のモバイルルータの中で最大級です。
国内キャリアと各 MVNO から提供される 30 以上の
通信サービス（注5）に対応しており、利用用途に応
じた最適なサービスの選択が可能です。

２．デュアルSIMカードスロット
　2 枚の nanoSIM カードが挿入できるデュアル SIM
カードスロットを搭載しています。多様化する用途
の中、仕事用と個人用などシーンに合わせて 2 種類

のSIMを切り替えて利用することが可能です。（注6）。
また、時間や通信量等により自動で SIM が切り替わ
る「自動 SIM 切替」機能（注 7）により、便利で安
心なモバイルライフを楽しむことができます。

３．最大21時間連続通信が可能
　最大 21 時間連続通信可能な大容量バッテリを搭載
しており、外出先での利用やテレワーク、オンライ
ン学習等に際し、充電せず連続してほぼ 1 日使用す
ることができます（注8）。

・（注1）docomo、au、SoftBank、楽天モバイルの通信網に対応。
・（注2）｢Wi-Fi�Protected�Access�3｣の略称。子機も対応して

いることが必要。
・（注3）MACアドレスがランダムに変わる端末の管理は未対応。
・（注4）対応バンドは、Aterm製品情報サイト「Aterm�Station」

を参照。
・（注5）対応する通信サービスは、Aterm製品情報サイト
「Aterm�Station」を参照。
・（注6）nanoSIMカードが2枚挿入され、それぞれの APN設定

が完了していることが必要。
・（注7）あらかじめ時間やデータ通信量の上限値の設定が必要。
・（注8）動作時間は使用環境により異なる。
※「Aterm」は、日本電気株式会社の登録商標です。
※「Wi-Fi」「WPA3」「Wi-Fi�Protected�Access」 は、Wi-Fi�

Allianceの商標または登録商標です。
※その他、記載の会社名、製品名、サービス名などは該当する

各社の商標または登録商標です。

■価格
　Aterm�MR10LN�SW��PA-MR10LN-SW�　
　オープン価格

■お問い合わせ先
　Aterm（エターム）インフォメーションセンター

ナビダイヤル　0570-550-777

NECプラットフォームズ㈱は、国内4キャリア（注1）などのバンドに対応した SIMロックフリーの LTEモバ
イルルータ「Aterm MR10LN」を2021年4月8日より発売しました。現行商品のハイエンドモデル「Aterm 
MR05LN」、エントリーモデル「Aterm MP02LN」に加え、新たに本商品をスタンダードモデルとして位置付
け LTEモバイルルータのラインナップを強化します。

Aterm MR10LN
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エヌ・ティ・ティ・コムウェアが多様な働き方を支援する
クラウド型勤務管理サービス「follow®」を提供開始

在宅勤務をはじめとしたテレワーク、時差出勤やフレックスタイム制といった場所や時間にとらわれない働き
方が広がる中、社員の健康管理や適性な勤務管理、上司と部下のコミュニケーション不足が課題となっています。
　これまで、「follow」はクラウド型勤務管理サービスとして、Webブラウザでの「勤務管理、休暇管理、工数管理、
旅費管理」といった一連の機能を提供してきましたが、この度、「Microsoft�Teams」および「elgana」から、勤
務管理、健康管理に必要な情報を投入可能な新機能「followチャットボット」の提供を開始します。「follow」利
用者は、「Microsoft�Teams」または「elgana」から「followチャットボット」をユーザー検索・追加するだけで、チャッ
トボットから出退勤報告や在宅勤務申請、健康状態の報告などを手軽に行うことができます。また報告を受けた
上司が、勤務内容や健康状態について気になる点があれば、チャットツールからすぐに連絡ができるため、コミュ
ニケーションをシームレスに行うことも可能になります。

■「followチャットボット」の利用イメージ

■料金
　「followチャットボット」の利用には「follow�SaaS版」の契約が必要です。
　月額利用料　follow�SaaS版　350円／ ID（税込み）
　※「Microsoft�Teams」および「elgana」の契約は利用企業にて別途行う必要があります。

■お問い合わせ先
商品ホームページURL:�https://www.nttcom.co.jp/follow_s/follow-saas/

　お問い合わせフォーム：https://www.nttcom.co.jp/contactus/index.cgi?cvc=cJenCbZC7J

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社は、クラウド型勤務管理サービス「follow®」について、出勤・退勤・勤務場所・
勤務内容・ 健康状態等の情報をチャットツールから投入できる新機能「followチャットボット」を2021年2月
2日より提供開始しました。
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2021年度版｢中小企業施策利用ガイドブック｣のご案内

■中小企業施策利用ガイドブック　インデックス（16
項目）
①技術開発に取り組みたい
②これから創業したい
③経営の効率化や革新を図りたい
④�他の事業者との連携や地域資源を活用し、新た

な取組をしたい
⑤特許権などの知的財産権を活用したい
⑥事業を再生したい
⑦�商店街や中心市街地の活性化、物流の効率化を

図りたい
⑧ ITの利活用を行いたい
⑨�下請取引の相談やあっせん、官公庁から受注し

たい
⑩�金融環境・経営環境の変化に適応した支援を利

用したい
⑪小規模事業者のための支援策を利用したい
⑫事業承継を円滑に行いたい
⑬�社員教育・人材育成や新たな従業員を雇用した

い
⑭海外で事業を展開したい
⑮事前の防災対策や自然災害等から復旧したい
⑯働き方改革を進めたい

■掲載施策の例
次のような支援施策のほか、多数の施策が掲載さ

れています。

経営サポートの例
施策名 適用

IT導入補助金 売上や業務効率を高める
ITツールを導入したい

働き方改革推進支援助
成金

ワーク・ライフ・バランス
実現のための支援策

金融・財務サポートの例
施策名 適用

新型コロナウイルス感
染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症
の影響により資金繰りが厳
しいので融資を受けたい

セーフティネット貸付 一時的に資金繰りが厳しい
ので融資をうけたい

■ご注意
１．�掲載されている内容は、各施策の “概要 ”です

ので、実際の施策利用に当たっては、各ペー
ジ掲載の「お問い合わせ先」までご確認くだ
さい。

　２．�掲載されている内容（項目、要件、申請時期等）
が変更される場合がありますので、ご注意く
ださい。

　３．本書は、2021年 4月現在で編集されています。

■本ガイドブックの入手方法
１．�本ガイドブックは、次の中小企業庁のホーム

ページからダウンロードできます。
　　　�https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_

book/2021/index.html
　２．�本ガイドブックの印刷版は、各地域の経済産

業局、商工会、商工会議所、中小企業団体中
央会、中小企業支援センターなどでも入手で
きますので、最寄りの機関にお尋ね下さい。

■お問い合わせ先
中小企業庁　広報相談室　電話：03-3501-1709

　URL：https://www.chusho.meti.go.jp/

この度、中小企業庁から「中小企業施策利用ガイドブック（2021年度版）」が発行されました。
このガイドブックは、中小企業が、経営改善・資金繰り支援対策、震災対策などをご利用になる際の手引書として、
各支援制度の概要をご紹介するものです。支援施策に関する様々な情報を網羅したものですので、ぜひご活用
されますようご案内いたします。

（出典：中小企業庁　2021年度中小企業施策利用ガイドブック）

INFORMATION
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日立情報通信エンジニアリングの RecwareXパッケージモデル
通話録音機能の活用で対応品質を高め顧客満足度を向上！

■RecwareXパッケージモデルの機能・特長
１．簡単導入　　　　　：工場出荷時の事前キッティングにより、短時間で構築が可能。
２．簡単検索、再生　　：Webブラウザを使用、豊富な検索キー（内線、日時、ID等）で絞込検索。

　　　　　　　　　　　　　録音ファイルの再生のほか、通話中再生も可能。
３．通話のテキスト化　：キーワード（商品名・NGワード等）で検索でき効率UP

■RecwareXパッケージモデルの導入目的とユースケース

■構成図
CX-01�V2に通話録音サーバを1台追加するだけで外線・内線通話を録音することができます。

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ソリューション・サービス本部サービス第1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B23階
お問い合わせフォーム：https://www.hitachi-ite.co.jp/inquiry/

近年、通話録音をご利用されるお客さまが増加しておりニーズが高まっています。日立情報通信エンジニアリ
ングの通話録音システム「RecwareXパッケージモデル」は、電話で重要事項の説明や契約のやり取りをする金
融機関や営業部門、問い合わせを受ける総合窓口や CS部門を中心に業務の課題解決をサポートします。

この製品の URL
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2021年度定時総会（第67回）のご案内

1．日　時
　2021年 6月 15（火）午前10時 00分から

2．場　所
メルパルク東京　４階　孔雀の間
港区芝公園2-5-20　　　電話03-3433-7210
https://www.mielparque.jp/tokyo/

3．次　第
第67回定時総会
議案　（1）2020年度事業報告
　　　（2）2020年度決算報告
　　　　　2020年度監査報告
　　　（3）2021年度事業計画（案）
　　　（4）2021年度収支予算（案）
　　　（5）役員の選任
　　　（6）その他

4．お願い
　本年の定時総会は、新型コロナウイルスの感染拡大
防止という観点から、総会の規模を縮小し、議事を進
めようと考えております。
　別途送付の総会資料をお読みの上、内容にご賛同い
ただけるのであれば、お手数ですが 2022 年 6 月 9 日必
着で、委任状にご署名、ご押印の上、一般社団法人情
報通信設備協会事務局までご郵送くださいますようお
願いします。（なお、代理人が空欄の場合は、議長に一

任したものとして扱います。）
　総会当日は役員を中心に、最小限の人数で議事を進
めてまいりますので、何とぞご理解のほど、よろしく
お願いいたします。
　また、定時総会終了後の懇親パーティーにつきまし
ては、残念ながら本年度は中止することと致しますの
で、併せてご理解のほど、よろしくお願いいたします。

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

6．会場案内図

　一般社団法人 情報通信設備協会の第 67 回定時総会を下記のとおり開催いたしますので、会員の皆様のご理解
とご協力をお願いいたします。

　地方本部総会開催日程をご案内いたします。詳細につきましては各地方本部からご案内いたしますので、よろ
しくお願いします。

地方本部 月日 開会時間 会場 住所

関　東 5/18（火） 15:00 メルパルク東京 東京都港区芝公園 2-5-20

信　越 5/24（月） 15:00 品田通信電設㈱ 新潟県柏崎市西本町 1-11-25

東　海 5/27（木） 15:00 サンテレホン㈱名古屋営業所 愛知県名古屋市中区大須 4-5-21

北　陸 5/28（金） 17:00 ホテル日航金沢 石川県金沢市本町 2-15-1

関　西 5/26（水） 10:00 関西地方本部　会議室 大阪市西区江戸堀 1-23-13

中　国 5/21（金） 15:00 メルパルク広島 広島県広島市中区基町 6-36

四　国 5/21（金） 15:00 四国地方本部　事務局（書面決議） 愛媛県松山市山越 3-15-15

九　州 5/18（火） 15:00 八百治博多ホテル 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-9-2

東　北 5/19（水） 11:00 仙台協立第１ビル　会議室 宮城県仙台市青葉区国分町 1-8-13

北海道 5/25（火） 11:00 ホテルノースシティ 札幌市中央区南 9 条西 1 丁目

2021年度地方本部総会開催日程
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地方本部 　イベント報告

関西

日程 2021 年 4月5日（月）～7日（水）
時間

第 1日・第 2日　9：00～ 17：00

会場 大阪市北区堂島浜2　中央電気倶楽部　215号室 第 3日　　　　�9：00～ 17：20
■令和３年度　新入社員研修
　令和 3 年 4月5日（月）～ 7日（水）の3日間、大阪市
北区堂島浜の中央電気倶楽部で「新入社員研修会」を開
催し , 会員企業様 8 社から25 名（男性 22 名、女性 3 名）
にご参加いただきました。
　昨年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催でき
ませんでしたが、今年は何とか無事開催することができました。
毎日初めに、検温測定と記録により受付を行い、3日間とも全
員が受講することができました。
　栩谷本部長は、「入社おめでとうございます。あなた方若い
人たちがこれからの社会を支えていきます。新しいものや変化
に挑戦して、活躍することを期待します。」と挨拶された。
　第 1日目と第 2日目の講師は、平成 29 年からご担当いただ
いています工学博士で中小企業診断士の島田尚往氏にお願
いしました。社会人としてのビジネスマナーやコンプライアンスの
保持について学ぶことはもとより、情報通信業界の社員として
社会で役立つ情報通信技術や電気通信技術の基礎をグルー
プ討議を重ねながら講義していただきました。
　第 3日目は、教育副委員長の湯原重貴幹事に担ってもらい
ました。コミュニケーション能力を高めることによってビジネススキ
ルを鍛えることや、通信設備、法令順守、契約、会計につい
て講義をしていただきました。
　閉講の挨拶は、大前教育委員長から「AI、IoT、BIなど
情報通信業界は進化していますが、対応するには基礎が重要
です。しっかりと学んでください。また、必要な資格の説明があり、
個人の財産になり、会社価値を高めます。チャレンジして下さい」
と、お話しいただきました。

全ての研修の終了後、大前教育委員長から受講代表者に修
了証が手渡され、その後他の受講者にも修了証が渡されて閉
講となりました。

新会員（2021年3月1日～4月30日）

■賛助会員

◎　会社名　　�SCSK株式会社
　　　　　　　（2021年4月1日入会）
　　所在地　　東京都江東区　
　　代表者　　横山　悦巳　　
　　TEL　　　03-5859-3032
　　事業内容　コンサルティング、システム開発、
　　　　　　　検証サービス、ITインフラ構築、
　　　　　　　ITマネジメント、
　　　　　　　ITハード・ソフト販売、BPO等、
　　　　　　　全ての ITサービス。
　　URL　　　https://www.scsk.jp

■通常会員
◎　会社名　　株式会社y's
　　　　　　　（2021年4月1日入会）
　　所在地　　東京都品川区
　　代表者　　長原　雄一　　

　　TEL　　　03-5763-5300
　　事業内容　NTT東日本サービス総合工事業務、

NURO光開通工事業務、
　　　　　　　電気通信工事業務（一般回線、
　　　　　　　ビジネスフォン、LAN、
　　　　　　　光ファイバー）新設、撤去、保守、
　　　　　　　設計その他含む業務
　　URL　　　https://www.y--s.co.jp/　

◎　会社名　　石渡電気株式会社　関西営業所
　　　　　　　（2021年4月15日入会）
　　所在地　　大阪府大阪市
　　代表者　　池田　達郎　　
　　TEL　　　070-4443-2889
　　事業内容　情報通信機器ネットワーク材料の卸

売ならびにネットワーク回線やクラ
ウドサービスの取次ぎ

　　URL　　　http://www.idknet.co.jp

ITCAvol63本文.indd   23 2021/05/11   9:16



24

委員会・理事会等模様

2020年度　第3回広報委員会
　　　　　　及び編集会議・事務局長会議模様
１．日時　　　2021 年 1 月 13 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 14 対地接続）
３．出席者　　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」21 年 3 月�発行
　①（Vol.62）発行スケジュール�
　②（Vol.62）原稿一覧（案）
　③ FRONT�VOICE　執筆者一覧
　④地方本部だより執筆一覧
　⑤特集一覧
　⑥地方本部掲載記事調査票
　⑦地方本部研修・セミナー・イベント報告
　⑧機関誌 ITCA チラシ・カタログ封入一覧
　⑨その他

（2）機関誌活性化（ディスカッション）
（3）広告チラシ施策の展開
（4）2020 年度 ITCA セミナーのアンケート結果
（5）本部 HP リニューアルについての意見・要望
（6）その他

2020年度　第2回教育委員会模様
１．日時　　　2021 年 2 月 9 日（火）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 6 対地接続）
３．出席者　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　塚本豊副委員長、
　　　　　　　河内康志委員、西部伸治委員、
　　　　　　　高木健委員、田坂剛樹委員

４．議題

（1）2021 年度の研修計画
　①初級ネットワークの具現化
　②�中級ネットワーク、無線 LAN の講師選定状況
　③新たな研修体制

（2）その他
　①次回の教育委員会開催予定

2020年度　第4回広報委員会模様
１．日時　　　2021 年 2 月 24 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 5 対地接続）
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
４．議題

（1）2021 年度広報活動の取り組み
　①広報チラシ施策の展開
　②機関誌「ITCA」の充実

（2）2021 年度 ITCA セミナー
（3）機関誌「ITCA」の発行状況
（4）本部 HP 更新状況
（5）本部 HP のリニューアル
（6）その他

2020年度　第3回教育委員会模様
１．日時　　　2021 年 3 月 1 日（月）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 6 対地接続）
３．出席者　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　塚本豊副委員長、
　　　　　　　河内康志委員、西部伸治委員、
　　　　　　　高木健委員、田坂剛樹委員
４．議題

（1）2020 年度　研修実施状況
（2）2021 年度　研修計画、収支計画
（3）2021 年度　ITCA セミナー
（4）その他
　①初級ネットワークの具体的な運用方法
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　②ポリテクセンター講座の活用
　③その他

2020年度　第2回業務委員会模様
１．日時　　　2021 年 3 月 4 日（木）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 6 対地接続）
３．出席者　　長谷川浩正業務委員長、
　　　　　　　髙瀬幸雄副委員長、
　　　　　　　櫛谷努委員、田中優次委員、
　　　　　　　吉本幸男委員、竹中光委員、
　　　　　　　麓譲委員、阿部准定委員、
　　　　　　　東條英紀委員
４．議題

（1）業務委員の変更
（2）LAN 認定状況及び今後の取組み
（3）オフィスリンク取組み状況
（4）光コラボ事業の取組み状況
（5）アライドテレシス協業取組み状況
（6）関東の取組み状況
（7）2021 年度の活動
（8）2021 年度 ITCA セミナー
（9）その他

2020年度　第4回総務財務委員会模様
１．日時　　　2021 年 3 月 11 日（木）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 7 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、
　　　　　　　酒井章治委員、岸村智志委員、
　　　　　　　関東範一委員
４．議題

（1）会員の入退会状況及び会員拡大
（2）事務局職員人事
（3）2021 年度本部会費
（4）2021 年度事業計画（案）
（5）2021 年度収支予算（案）
　・貸借対照表
　・貸借対照表（組織別）
　・正味財産増減計算書

　・正味財産増減計算書（組織別）
（6）規程類の改訂
（7）その他

2020年度　第3回委員長会議模様
１．日時　　　2021 年 3 月 19 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 00 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 3 対地接続）
３．出席者　　小椋敏勝会長、今井秀昭理事長、
　　　　　　　井上新一副理事長・総務財務委員長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長・広報委員長、
　　　　　　　長谷川浩正業務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長
４．議題

（1）2020 年度第 6 回理事会議題
（2）その他

2020年度　第6回理事会模様
１．日時　　　2021 年 3 月 26 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 14 時 50 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 17 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、井上新一副理事長、
　　　　　　　長谷川浩正、松山　仁、髙瀬幸雄、
　　　　　　　塚本　豊、品田道雄、藤田義明、
　　　　　　　早川信之、吉本幸男、江角　優、
　　　　　　　渡邊秀治、阿部准定、竹内　聰、
　　　　　　　渡辺敏郎　の各理事
　　　　　　　平野　毅、石田延章　の各監事
４．小椋会長挨拶要旨

年度末のお忙しいところご参集頂き有難うござい
ます。本日の大きな議題は来年度の事業計画ですが、
振り返りますと今年度はコロナ禍により世の中が振
り回された 1 年でした。当協会の場合にはコロナ禍
以外にもう一つ悲しい出来事として山内専務理事の
急逝があり、この 2 つの要素が 2020 年度の事業計
画に大きく影響している。それが 2021 年度サラに
なるかと言えばそうはならない。2020 年度の影響
を踏まえ、見据えて 2021 年度の事業計画を立てて
いる。コロナ禍についてはどうなるかが分からない
ので通常通りで計画しているが、どうなっていくの
かを見ながら実行しなければならない。
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5．今井理事長挨拶

本日はお忙しい中お疲れさまです。前回の理事会
から 5 ヶ月ぶりということで、首都圏も非常事態宣
言が解除されたが、まだまだ下げ止まりというより
も増えている感じがする。せっかくの桜も満開です
が、受取り方も微妙となる今日この頃です。そう
いった中で、Web による理事会となるので、2020
年度決算見込み、2021 年度収支予算（案）、事業計
画をよろしくお願いしたい。2020 年度決算見込みは、
コロナ禍による研修中止、定時総会の簡略化、理
事会、各種委員会の Web 会議による交通費の減少、
専務理事の急逝による役員報酬の減少、持続化給付
金、雇調金の受給で通年と違った要因により黒字の
見込みとなる。2021 年度事業計画（案）について
はコロナ禍の影響は続くという前提で、リモート研
修、Web 会議を活用したニューノーマル時代を意
識した協会活動を前提に計画をたて、本部において
は減免分の赤字とはなるものの、各地方本部では黒
字予算となります。まだ終息の影が見えないコロナ
禍ですが、予定通りに活動が出来ることを切に願っ
ているところです。
6．議事内容

　（審議模様）
2020 年度第 6 回理事会議題について次のとおり

審議した。
（1）会員の入退会状況について
　　井上総務財務委員長は、資料－１「会員の入退

会状況について」の概要を説明し、松島事務局長
より内容について具体的な説明を行い、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、通常会員 1 社で下記の通りと
なっている。

　　　賛助会員　SCSK 株式会社
　　　通常会員　株式会社 y's
（2）各委員会の今年度の活動状況と来年度の活動

について
　　藤田教育委員長は、資料－２「教育委員会の活

動」の概要を説明し、松島事務局長より内容につ
いて具体的な説明を行った。2020 年度はコロナ
禍の影響により集合による中級 NW 研修、無線
LAN 研修は開催 3 回、受講数 8 名と大幅な減少
となった。初級 NW 研修はｅラーニングのため

受講数 32 名で横ばいとなった。2021 年度の中級
NW 技術者研修、無線 LAN 研修については、抜
本的な見直しをすることから実施せず、代替えと
してポリテクセンターでの「ネットワーク通信機
器の設定・操作を学ぶ TCP/IP プロトコル講座」
を下期開催に向けて調整を行う。初級 NW 研修
は、ウェビナーを活用したｅラーニングを継続す
る。工事担任者資格研修、第 1、2 級電気通信施
工管理技士研修については Web 配信方式で全国
の会員が受講できる体制を整える。

　　栩谷広報委員長は、資料－２「広報委員会の活
動」の概要を説明し、松島事務局長より内容につ
いて具体的な説明を行った。2020 年度は、ITCA
セミナーを LIVE 配信にて開催しコロナ禍におい
ても視聴可能とした。会員へのタイムリーな情報
発信とサービスの提供として HP リニューアルを
行う。2021年度は、機関誌に新コーナー「ラウンジ」
へ会員に役立つ情報を掲載する。HP は各地方本
部の内容充実を図る。

　　長谷川業務委員長は、資料－２「業務委員会の
活動」の概要を説明し、松島事務局長より内容に
ついて具体的な説明を行った。2020 年度は、新商
材として NUROBiz、APRESIA�Systems の NW
商品 + ローカル 5G 商材、PicoCELA、TEMPOK
を地方本部へ紹介した。2021 年度は、新たな協業
情報、商材の情報提供を可能とするとともに、既
存活動の拡大を視野に入れた活動を行う。

　　（主な質問・意見）
　　（江角理事）�国会において 2021 年度予算 106 兆

円が成立したが、本部においては
助成金関係を調査し地方本部への
情報提供等はしないのか。

　　（長谷川業務委員長）�業務委員会においてその
ようなご意見がでたが、
情報収集等については検
討をするが助成金の周知
に留まるのではないか。

　　井上総務財務委員長は、資料－２「総務財務委
員会の活動」の概要を説明し、松島事務局長より
内容について具体的な説明を行い、議長が議場に
諮ったところ全員異議なく承認議決した。

　　テレワーク導入のために、テレワーク就業規則
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の制定、就業規則、通勤手当内規の改訂がなされ
た。2021 年度の会員拡大については、財務基盤の
安定と会員の要望に応える取り組みを推進するた
めに 5 年をかけて 700 社への中長期計画とする。

（3）2021 年度事業計画案及び予算案
　　井上総務財務委員長は、資料－３「2020 年度

決算見込み」「2021 年度事業計画（案）」「2021 年
度収支予算（案）」の概要を説明し、松島事務局
長より内容について具体的な説明を行い、議長が
議場に諮ったところ全員異議なく承認議決した。

　　「2020 年度決算見込み」は、コロナ禍の影響に
より集合研修の中止、定時総会の簡略化、理事
会、幹事会、委員会等の Web 会議による交通費
の減少、専務理事急逝による役員報酬の減少、持
続化給付金、雇用調整助成金の受給等により、経
常収益 149,833,029 円、経常費用 126,883,583 円、
法人税及び住民事業税等 718,809 円で、当期正味
財産増減額 22,230,637 円、正味財産期末残高は
139,880,760 円となり大幅な黒字の見込みとなる。
予算ベースではコロナ禍により 2,142 万円、それ
以外で 505 万円の黒字となる。

　　「2021 年度事業計画（案）」は、１. 人材の育成・
支援として、Web 化による国家試験取得研修を
全国へ展開、初級 NW 研修のリニューアルと無
償化、中級 NW 研修、無線 LAN 研修の抜本的な
見直しと、代替え NW 研修を開催する。２. 各種
情報発信及び周知として、機関誌 ITCA の新コー
ナー「ラウンジ」の掲載、広告チラシ封入、HP
におけるタイムリーな情報発信を実現する。３.調
査研究及び周知として、各地方本部開催セミナー
を情報共有し知識レベルの向上を図る。４. 行政、
諸団体との協力・連携を継続する。５. 事業支援
＆アライアンス推進を継続する。　６. 業務最適
化に向けた取組として、ニューノーマル時代、公
益目的実施計画終了後の業務運営検討 WG の再確
認と実施をする。

　　「2021 年度収支予算（案）」は、コロナ禍の影
響は続く事を前提として、集合研修は行いつつリ
モート研修を全国的に展開、本部研修は大幅な見
直しをすることから下期開催を検討する。

　　2020 年度はコロナ禍の影響で本部サービスが
行えなかったことを踏まえて地方本部に対して

本部会費を 500 万円減免することにより、経常
収益 138,611,753 円、経常費用 140,234,652 円、法
人税及び住民事業税等 719,460 円で、当期正味
財産増減額▲ 2,342,359 円、正味財産期末残高は
137,538,401 円となる。本部は本部会費の減免によ
り▲ 495 万円の赤字となるものの、地方本部につ
いては黒字予算となる。

（報告事項）
（1）業務執行状況
　　松島事務局長は、資料－７「業務執行状況」に

基づき、小椋会長、今井理事長について 2020 年
10 月 1 日から 2021 年 3 月 26 日までの代表理事の
職務執行状況を報告した。

（2）オフィスリンク・光コラボ事業・アライドテ
レシス協業の取組み・検討状況

　　松島事務局長は、資料－８「オフィスリンク・
光コラボ事業・アライドテレシス協業の取組み・
検討状況」に基づき 2 月末までの状況を報告した。

（3）関東地方本部取組み状況
　　松島事務局長は、資料－９「関東地方本部取組

み状況」に基づき 2 月末までの状況を報告した。
（4）ITCA 発行状況
　　松島事務局長は、資料－ 10「ITCA 発行状況」

に基づき 2020 年度発行の状況を報告した。
（5）本部ホームページ更新状況
　　松島事務局長は、資料－ 11「本部ホームペー

ジ更新状況」に基づき 2020 年 11 月 13 日から
2021 年 3 月 15 日までの更新内容等を報告した。

（6）部外団体加入・役員等就任状況
　　松島事務局長は、資料－ 12 － 1「部外団体加入・

役員等就任状況」に基づき報告した。
（7）議事録ローテーション、総会担務
　　松島事務局長は、資料－12－ 2「議事録ローテー

ション、総会担務」に基づき報告した。
（8）会議日程
　　松島事務局長は、資料－ 12 － 3「会議日程」

に基づき報告した。
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ラウンジ

今号より、新コーナー「ラウンジ」
を始めました。
どなた様でも楽しめるコーナーです
ので、ゆっくりご覧ください。

解答は、次号に掲載しますので、
お楽しみに。

転載禁止
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●爽やかな香りと彩りが食欲をそそる炒め物

　しそは、皮膚や粘膜の健康維持に効果的なβ－カロテンや、骨粗しょう症予防に欠かせないカルシウムを多く
含む緑黄色野菜。抗菌作用もあるので、食材が傷みやすい時期に活用したい食材でもあります。
　まとめ売りされることが多いので、冷蔵庫でしなびてしまった……という経験がある方も多いのでは？　水を
張った瓶に軸を入れて立たせたり、ぬらしたキッチンベーパーに包んで容器に入れたりして冷蔵保存すると、し
その鮮度を保てます。２週間を目安に使い切りましょう。冷凍する場合は、水分を拭き取り、みじん切りやざく
切りにして袋や容器に入れておくと、３ヵ月程度は保存可能。使う際は凍ったまま調理してOKです。
　しそは肉や魚との相性が良く、爽やかな香りが引き立ちます。肉巻きやつくね、炒め物などに加えると風味が
良く、食欲をそそるので、食欲が低下しがちな暑い時期にぴったりな食材です。
　今回は、体作りに矢かせないタンパク質が豊富で、鉄分も多い牛肉とともに、炒め物にしました。
　パプリカはピーマンと同じとうがらし類ですが、青臭さが少なく、甘みがあるので、ピーマンより食べやすい
もの。赤・黄パプリカともに、β－カロテンやビタミンC・Eを多く含み、美肌効果やストレス緩和効果などが
期待できます。パプリカを加えると、料理の彩りがぐっと良くなるのもメリットです。
　くるみは、体内で生成できないオメガ３脂肪酸や、アンチエイジング効果が期待できるビタミンE、体内のさ
まざまな酵素を活性化させるマグネシウムなどを含みます。
　しその消費に困ったら、栄養豊富でカラフルな炒め物を作ってみてくださいね。

転載禁止
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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
　令和3年度の事業運営に際して
一般社団法人情報通信設備協会　理事長 今井 秀昭

■地方本部だより
　コロナ禍に負けない
　～世界遺産宮島を紹介します～
一般社団法人情報通信設備協会　中国地方本部　事務局長 渡辺 博明

■特集
食中毒を防ぐ3つの原則・6つのポイント

■業界特集
モバイル網の脱炭素の取り組みとは

　基地局に省エネ技術を集中
■新製品・新サービス
①NECプラットフォームズがマルチバンドのLTEモバイルルータ

　　「Aterm MR10LN」を販売開始
　②エヌ・ティ・ティ・コムウェアが多様な働き方を支援するクラウド型
　　勤務管理サービス「follow®」を提供開始
■INFORMATION
日立情報通信エンジニアリングのRecwareXパッケージモデル

　通話録音機能の活用で対応品質を高め顧客満足度を向上！
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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

今号の特集は、「食中毒」について
ご紹介しています。新型コロナウイルス
も怖いですが、梅雨時は、食中毒にも
要注意ですので「3つの原則・6つのポ
イント」を覚えて実行して頂きたいと思
います。「家庭での保存」で項目があり
ませんでしたが、冷蔵庫の定期的な清
掃も大切ですのでお忘れなく。
　今号より「ラウンジ」という新コーナー
を設け、クイズ・料理・豆知識等の掲載
を始めました。これは、「機関誌ITCA
アンケート」に皆様からのお声で「気さ
くな・楽しい」記事が欲しいと要望があ
りましたので、誰でも楽しめるページに
しました。新コーナー以外にも「すきまス
ペース」がありましたら、掲載していきた
いと思いますので、ぜひ全ページご覧
ください。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　栩谷　晴雄

編集委員
　松山　仁
　山田　恭郎
　松本　正幸
　渡邊　秀治
　佐野　浩文
　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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