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はじめに

社団法人 情報通信エンジニアリ
ング協会と情報通信関連３団体は共
同で、平成23年９月14（水）、15日

（木）の２日間、大阪市中央区の
「マイドームおおさか」２階展示会
場において「西日本ICTフォーラム
2011」を開催しました。

ここでは、８回目の開催となった
同フォーラム開催の模様を紹介しま
す。

同フォーラムは、「さらに豊かなラ
イフスタイルを実現するICT技術交
流 ～復興に向けた活力ある社会を
目指して～」をテーマに据え、主催
団体からの参加会員企業とNTT西日
本グループ各社様との交流を図りな
がら、情報通信市場の一層の発展に
寄与することを狙いとしています。

主催は、社団法人 情報通信エン
ジニアリング協会（ITEA）のほ
か、一般社団法人 情報通信ネット
ワーク産業協会（CIAJ）、全国通信
用機器材工業協同組合（全通協）、
通信電線線材協会の情報通信関連４
団体（後援：NTT西日本）。

オープニングは、通信電線線材協
会 廣岡 明専務理事 が、主催者代表
挨拶に立ち（写真１）、続いて来賓
のNTT西日本 常務取締役 ネット
ワーク部長 髙畠 宏一様とNTTネ
オメイト 代表取締役社長 戸谷 典

嗣様を交えてテープカットが執り行
われ開幕となりました（写真２）。

出展内容

同フォーラムには、電気通信設備
工事関連の開発物品や各種ソリュー
ションなど計87社が出展（表１）。
このうち、ITEA関連としては16社
の出展がありました（表２）。

主な展示内容としては、安全・品
質の向上を図った施工技術開発物
品、各種VE提案開発物品、各社さ

写真１�　通信電線線材協会�廣岡�明専務理
事による主催者代表挨拶 写真２　テープカットによる開幕

表１　出展者数

団体名 出展者数

社団法人 情報通信エンジニアリング協会（ITEA） 16

87

一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ） 16

全国通信用機器材工業共同組合（全通協） 38

通信電線線材協会 13

NTTグループ 4

西日本ICTフォーラム2011開催

㈳情報通信エンジニアリング協会

さらに豊かなライフスタイルを実現するICT技術交流
～復興に向けた活力ある社会を目指して～
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表２　情報通信エンジニアリング協会会員会社　出展一覧（展示ブース順）

会社名 出展テーマ 出展内容

西日本システム建設㈱ お客様の信用と満足を得る設備を構築する
Ｖ管の曲げ加工およびアクセス設備構築の効率化と安全性を考慮した
ツールを紹介

㈱NTEC 情報通信基盤設備のメンテナンス 超音波を用いたコンクリート内部探査装置を展示

西部電気工業㈱ 真の『総合エンジニアリング企業』を目指して
オープンスペースでの会話内容を保護するシステムと安全性・施工性・
工事品質の向上を図るツールの紹介

北陸電話工事㈱ 情報と通信の未来を創る！HOKUWA
お客様情報漏洩を監視・レポートする「Coreシステム」等のソリュー
ションを紹介

テルウェル西日本㈱ テルウェル西日本は貴方をまもります。
危機管理をして、自分を守る、家族を守る、会社を守るための環境商材
を紹介

日本電通㈱ NDKと技術　いつも時の向こうに！ 最新の光アクセス工事にマッチした施工技術の開発物品を紹介

シーキューブ㈱ ユビキタス社会の構築に貢献する
光関連工事の施工における、安全・品質の確保および作業効率の向上を
はかるツールを紹介

四国通建㈱ 確かな品質と安心、信頼をお届します
夜間接続作業の騒音対策用LED照明および電柱際でのケーブル引通し補
助具の紹介

日本コムシス㈱ お客様に役立つECOと防災・防犯をご提案
ビジネスの「ECOと防災・防犯」を確かな技術力でお客様にご提供し
続ける企業をアピール

㈱ソルコム 情報通信技術で夢をつなぐ
クロージャ物品算出ツール、Web教務事務システム等のソフトおよび
電柱掘削作業効率化ツールを紹介

日本電話施設㈱ 情熱をもって信頼の技術と品質を提供します
光設備施工の安全・効率化を追求した施工ツールと業務生産性効率を実
現する画像解析・音声システムの紹介

和興エンジニアリング㈱ 「光」輝く未来へ技術で貢献します。
超音波３次元ロケーションシステムおよび品質・作業効率の向上に向け
た施工ツールを展示

㈱協和エクシオ 情報通信の未来を築く協和エクシオ
「トータルエンジニアリング」の力であらゆるコミュニケーションをつ
なぐエクシオソリューションを紹介

㈱東電通 全数に対する確認状況が一目でわかります！
EDI等他システムとの連動により全数または竣工分に対する検査状況を
画面上で確認できるようになったシステムを紹介

大明㈱ ITエンジニアリング＆サービス会社　大明
施工工事における検査データ管理、携帯型LED作業用照明。Wi-Fi環境
の構築、避雷防止対策品の紹介

㈱コミューチュア 施工効率向上ソリューションをご提案！
施工効率向上に向けた施工物品（VE提案採用）と、施工自己点検向け
スマートフォンアプリを紹介

写真３�　情報通信エンジニアリング協会
（ITEA）による展示

写真５�　全国通信用機器材工業協同組合
（全通協）による展示

写真６　通信電線線材協会による展示

写真７　NTTグループ会社による展示

写真４�　情報通信ネットワーク産業協会
（CIAJ）による展示

まざまなソリューション提案等のほ
か、NTTネオメイト、NTTアドバ
ンステクノロジなどNTTグループ
各社様からの出展（表３）もあり、
多岐にわたる素晴らしい展示となり
ました（写真３・４・５・６・７）。



52 Raisers 2011. 11

講演会等

フォーラム初日の14日（水）は、
NTT西日本 取締役 サービスマネジ
メント部長 小林 充佳氏による基調
講演（写真８）と、NTTアクセス
サービスシステム研究所 企画部長 
木村 秀明氏によるワークショップ

（写真９）が行われました。２日目
の15日（木）は、大阪学院大学 企
業情報学部 教授の国定 浩一氏と

（写真10）、ダイキン工業㈱ 専任役
員 小林 正博氏による特別講演（写
真11）が行われ、大勢の方が聴講
に訪れました（表４）。

また、初日終了後には「シティプ
ラ ザ 大 阪」２ 階 に 会 場 を 移 し 、
NTTグループ幹部の方々との懇親

写真８�　NTT 西日本�取締役 サービスマ
ネジメント部長 小林 充佳氏による
基調講演

写真 10�　大阪学院大学 企業情報学部 教授�
国定 浩一氏による特別講演

写真 11�　ダイキン工業㈱ 専任役員 
　　　小林 正博氏による特別講演

写真９�　NTT アクセスサービスシステム
研究所 企画部長 木村 秀明氏によ
るワークショップ

表３　NTTグループ　出展一覧（展示ブース順）

会社名 出展テーマ 出展内容

NTTアドバンステクノロジ㈱ 光時代の接続・工事の安心、安全、効率化を目指して
光時代の接続・工事作業の安全、安心、信頼性の向上と
効率化をお手伝いする各種製品を展示・デモで紹介

NTTエレクトロニクス㈱ アクセスからメトロまでカバーするNEL
メトロNW用メディコンとして定評のあるプラスレピー
タに：アクセス1000シリーズが新製品として登場

㈱NTTネオメイト 各種ソリューションや優良施策をご紹介
各種ソリューションを始め、KAIZEN活動の優良施策を
紹介

NTTレンタル・エンジニアリング㈱ 「購入（所有）」より“安い”「レンタル」
光から無線まで、工事・保守用の工具・測定器なら購入
より安い「レンタルサービス」で。下取りも実施中

表４　講演／ワークショップ一覧
9月14日（水）

講演者 演題 講演概要

基調講演
西日本電信電話株式会社
取締役 サービスマネジメント
部長　小林 充佳氏

サービス創造企業を目指して
NTT西日本グループの取組
み

NTT西日本発足以降、IPブロードバンド会社への変革に取り組んで
きた内容を紹介するとともに、さらなる成長に向けて「クラウド
サービス」「家デジサービス」をはじめとした成長戦略ビジネスの
展開について紹介されました。

ワークショップ
NTTアクセスサービスシステ
ム研究所
企画部長　木村 秀明氏

ネットワークとはどうあるべ
きか
―東日本大震災から学んだこ
と―

東日本大震災により情報通信サービスの重要性とともに通信ライフ
ラインとしての認識がさらに高まった。本講演では、「アクセスネッ
トワーク信頼性向上」という観点からICTのあるべき姿および今後
取組むべき研究開発項目について整理して紹介されました。

9月15日（木）

講演者 演題 講演概要

特別講演
大阪学院大学 企業情報学部 教
授 兼キャリアセンター所長、
硬式野球部長　国定 浩一氏

これからの関西経済
これまでの経歴の中で身につけた経済に関する鋭い洞察力を中心に
関西経済のポテンシャルを生かした復権への具体的な方策などに、

「情報通信」を絡めたお話をされました。

特別講演

ダイキン工業株式会社 専任役
員　アプライド・ソリューショ
ン事業本部 ソリューション推
進担当　小林 正博氏

東日本大震災による電力供給
力低下に対応する節電対策

大震災による電力供給不足が続く中、市場にある既設空調機に対し
て約400名の専任体制で実施した当社の節電対策について紹介され
ました。
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会が開かれ、NTT西日本 代表取締
役社長 大竹 伸一様が、ご来賓挨
拶に立たれ、引き続いて情報通信
エンジニアリング協会（ITEA）
髙島 征二会長が、乾杯の挨拶を行
いました（写真12・13）。懇親会は、
賑やかにNTTグループと情報通信
関係各社とのより一層の協力関係を
築く場となりました。

おわりに

西日本ICTフォーラムは、NTTグ
ループ各社と出展各社の方々を対象
に２日間にわたって開催。期間中、
目標どおりの1,679名を超えるご来
場をいただき、盛況のうちに閉幕と
なりました。

写真 12�　NTT 西日本 代表取締役社長 �
大竹 伸一様による懇親会での来
賓挨拶

写真 13�　情報通信エンジニアリング協会
（ITEA） 髙島 征二会長による懇親
会での乾杯挨拶


