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１．はじめに

　平成25年７月31日（水）に愛知

県名古屋市の「ポートメッセなごや」

において、第８回光通信工事技能競

技会を開催しました。本競技会は、

全国の通信建設会社が一堂に会した

通信設備の施工技術に関する競技会

であり、情報通信エンジニアリング

事業全体のさらなる技術力向上、最

新技術の普及拡大、会社間の人的交

流、技術者のプロ意識醸成を目的に

しております。

　施工競技以外にも同時開催として

故障修理のエキシビション、NTT

アクセスサービスシステム研究所所

長 久保園浩明様による技術講演会、

NTTグループおよび通信建設会社

によるVE＆VA改善提案等の展示、

危険体感コーナーおよび新たな逸走

防止機能を装備した高所作業車の展

示とデモンストレーションも行い、

来場者数が約1,400名に達する盛大

な競技会となりました（写真１・２、

図１・２）。

　施工競技の種目については、図３

に示すように３競技を実施し、今回

の特色としてテーマにもあるように

“技術の連携”をキーワードにした

競技としました。具体的には、フレッ

ツ光サービスを３競技の設備を経由

して開通工事を行うものとし、この

設備連携を行うために通信建設会社

ごとに３つの競技ブースを１つにま

とめ島状に配置しました。これによ

り四方八方から見学・応援できるよ

うになり、競技の見せ方としても工

夫を凝らせました。さらに通信建設

会社ごとに３競技の総合評価を行

い、総合部門表彰を新たに設けたこ

とも大きな特徴の１つになります。

２．開会式

　ご来賓としてNTT持株会社より

片山副社長様、NTT西日本より

村尾社長様、NTT東日本より山村

＜競技会運営事務局＞
　（一社）情報通信エンジニアリング協会
　� 専務理事　佐久田浩司
　� 常務理事　梶　　明夫
　� 第一技術部長　有居　正仁
　� 担当部長　佐久間英明
� 西日本研修センタ�所長　清水　政仁
� 東日本研修センタ�所長　村上　克己
� 西日本事務所�担当部長　瀧本　　雄

＜競技プロジェクト，SWGリーダー＞
　シーキューブ㈱　アクセス事業部　課長　柴田　裕二
　NDS㈱�NTT事業本部　室長　鬼頭　孝徳
　（一社）情報通信エンジニアリング協会
　� 西日本研修センタ　担当部長　中野　輝彦
　シーキューブ㈱　アクセス事業部　課長　鈴木　雅春
　㈱ソルコム　NTT事業本部　課長　大原　久
　NDS㈱　NTT事業本部　係長　尾野　善保
　四国通建㈱　通信設備本部　課長　渡邉　典彦

通信を支えるプロフェッショナルによる技術の連携

第８回光通信工事技能競技会
レポート

写真１　�第８回光通信工事技能競技会
会場（ポートメッセなごや）

図１　�第８回光通信工事技能競技会ポ
スター写真２　競技会へのご来賓の方々
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社長様をはじめNTT各社から多く

の幹部の皆様をご来賓としてお迎え

し開催することができました。

⑴　開会挨拶

　主催者を代表して情報通信エンジ

ニアリング協会の髙島会長が挨拶を

行い、今回の競技会内容と、従来に

比べスピードよりも品質評価を重視

し施工品質が順位の判断となるこ

と、この品質を見極めるために審査

員も例年に増して準備してきたこと

を紹介し、これから競技に挑む選手・

審査員を鼓舞していただきました

（写真３）。続いて来賓を代表して

N T T西 日 本 の 村 尾 社 長 様 よ り 、

NTTが考える未来の夢を共有し一

写真３　主催者挨拶　髙島会長

写真４　来賓挨拶　NTT西日本
　　　　村尾社長

図２　競技会場レイアウト

図３　競技コンセプト

緒にお客様にも感動を与えられるよ

うな高い次元での施工技術を磨き上

げていきたいという言葉をいただき

ました（写真４）。

⑵　競技説明

　競技プロジェクトリーダーのシー

キューブ㈱ 柴田裕二課長が、今回

の設備連携した「競技コンセプト」

（図３）と３つの競技種目である「複

合設備施工競技」、「光アクセス設備

施工競技」および「光サービス開通

施工競技」の競技課題と競技後に実

施する「故障修理エキシビション」

の内容について説明を行いました

（写真５）。

⑶　選手宣誓

　複合設備施工競技の選手である

NDS㈱の森辻浩史選手がスペシャ

リストとして全力で競技に取り組む

ことを力強く選手宣誓しました（写

真６）。

写真５　�競技説明　柴田競技プロジェ
クトリーダー

写真６　選手宣誓　森辻浩史選手
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３�．審査項目・表彰・
競技課題・競技模様
について

⑴　審査項目

　競技審査については、３競技とも

に「基礎評価点（必須項目の実施有

無）：10点」、「効率評価点（競技完

了時間）：５点」、「品質評価点（施

工プロセスと出来型）：85点」の

100点満点での評価により審査を行

いました。

⑵　表彰

　３競技は１位から８位まで選手個

人を表彰したほか、通信建設会社ご

とに３競技の審査結果を偏差値化

し、合計得点が優れている会社から

総合部門の１位から３位として表彰

しました。

⑶　競技課題

① 複合設備施工競技 ＜メタルと光

の両設備を施工＞

・メタルケーブルの切替えを心線対

照し、手捻りはんだ上げとコネク

タ接続により行う。

・光クロージャを新設し、新たな光

配線ルートを構築する（図４）。

② 光アクセス設備施工競技 ＜新た

な地下配線光設備を施工＞

・地下配線光クロージャを新設し、

新たな光配線ルートを構築する

（図５）。

③ 光サービス開通施工競技 ＜戸建

てと集合住宅の両開通工事を施

工＞

・戸建開通：光ドロップケーブルを

新設し、フレッツ光、ひかり電話、

光アクセス設備
施工競技から

光サービス開通施工
競技（戸建側）へ

図４　複合設備施工競技

複合設備
施工競技
から

光アクセス設備
施工競技から

図６　光サービス開通施工競技

複合設備
施工競技へ

光サービス
開通施工競
技（集合住
宅側）へ

図５　光アクセス設備施工競技

フレッツ・テレビを開通する。

・集合住宅：マンションミニの先行

配線工事である光インドアケーブ

ルの壁面配線と光ローゼット新設

を行う（図６）。

⑷　競技模様について

　３競技ともに120分間の競技時間

のなか、54名（各競技18名）の選

手がこれまでに積み重ねてきた研さ

んと創意・工夫を基にして競技に取

り組みました（写真７～14）。３競
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技ともに高い得点で順位を僅差で競

うという結果になりました。品質評

価を重視したことにより、施工プロ

セスの評価点と完成した設備の出来

型の評価点での僅かな差により順位

が決まることとなりました。点数評

価については、審査員が選手に審査

結果をフィードバックした上で、行

いました。３競技の審査結果と総合

部門の獲得点数について次頁図７に

示します。

４�．故障修理エキシビ
ション

　NTT東西様から通信建設会社への

アクセス／宅内設備保守業務の協業

進展を踏まえ意識の醸成と技術の向

上を目的に全通信建設会社が参加し

て行う宅内系光故障探索修理のエキ

シビションを実施しました。光ドロッ

プケーブルの故障を模擬し「外被把

持融着接続工法（中間接続工法）」

による故障修理を実演しました。

　四国通建㈱ 渡邉典彦課長より、

「故障探索」、「故障修理」、「回復確認」

の工程に合わせて詳しい解説を交

え、施工している内容が見学者にも

解りやすくなるように行いました

（写真15・16、p11図８）。

５．技術講演会

　NTTアクセスサービスシステム

研究所所長 久保園浩明様より、「ア

クセスサービスシステムの研究開発

動向」のテーマで講演を行っていた

だきました。アクセスネットワーク

を取り巻く状況と最新のR&D動向、

写真７　競技模様

写真10　光アクセス設備施工競技⑴

写真13　光サービス開通施工競技⑵

写真８　複合設備施工競技⑴

写真11　光アクセス設備施工競技⑵

写真14　皆の応援を胸に目指すは日本一！

写真９　複合設備施工競技⑵

写真12　光サービス開通施工競技⑴

写真15　エキシビション説明
　渡邉競技プロジェクトSWGリーダー 写真16　故障修理エキシビション実演

写真17　技術講演　久保園所長

そしてアクセスネットワークの将来

像について詳しく説明され、多くの

聴講者が集い皆真剣に聞き入ってい

ました（写真17）。
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技術およびVE＆VA改善提案事例の

展示をしていただき、多くの方が熱

心に見学していました（写真18）。

７．危険体感コーナー

　一人ひとりの安全意識の高揚を図

るために「転落時の衝撃体感」と「ス

レート屋根歩行危険体感」の危険体

感コーナーを設置しました。NTT

各社および通信建設会社幹部の皆様

にも実際に参加していただき、多く

の方々に大変好評を得ました（写真

19）。

８�．新たな逸走防止機
能を装備した高所作
業車の展示とデモン
ストレーション

　ITEA安全委員会のプロジェクト

としてNTT西日本様、ITEA、通信

建設会社およびメーカー様と開発し

た危険な傾斜地では動作せず、かつ

スシステム研究所を始めとして

NTT東日本 技術協力センタ様、

NTT西日本－東海様のNTTグルー

プと通信建設会社の17社から最新

６．展示コーナー

　会場内50mにわたって展示スペー

スを設置し、NTTアクセスサービ

写真19　危険体感コーナー
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図７　審査結果グラフ

写真18　展示コーナー
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協会幹５号柱 協会幹６号柱

3AO「Z-C」

ＰＣ

電話

フレッツ光ネクスト回線

×故障箇所

光ドロップケーブル

ＨＧＷ
ＰＣ
電話

フレッツ光ネクスト回線

×

ＨＧＷ

「外被把持融着接続工法（中間接続工法）」により修理を行う

図８　故障修理エキシビション

写真21　順位発表　梶常務理事

写真22　閉会挨拶　髙江洲副会長

写真20�　新たな逸走防止機能を装備
した高所作業車の展示・デモ
ンストレーション

　今回、３つの競技が実際につなが

り開通工事を実施する設備連携とい

う新しい試みを行いました。これも

競技内容について多くの時間を割き

検討してきた各通信建設会社からの

競技プロジェクトのメンバーの方々

の力によって実現できたものです。

また、競技に使用するフレッツ光回

線の大量開通等についてもNTT西

日本－東海様の多大なご協力があっ

て実現できたことです。本競技会が

盛況、成功裏に開催できたのも多く

の関係者の皆様に支えられたおかげ

であります。誠にありがとうござい

ました。

誤ったアウトリガー操作ができない

フェールセーフ機能を装備した車両

を展示しデモンストレーションを行

いました。安全に関心を寄せる方々

が多く、熱心に機能を確認され盛況

なものとなりました（写真20）。

９．表彰式・閉会式

⑴　順位発表・表彰式

　競技の審査結果は梶常務理事から

順位発表が行われ（写真21）、各競

技の表彰者および総合部門の表彰会

社は表１（p12）のようになりまし

た。髙島会長から入賞した選手に表

彰状が授与され、優勝・準優勝・３

位の選手にはメダルが、総合部門で

は表彰状と盾がそれぞれ手渡されま

した。

⑵　閉会挨拶

　髙江洲副会長より各競技とも僅か

な差によって順位が決まる接戦で

あったと協議会の総括をされ、選手

および審査員への労をねぎらう言葉

をかけていただきました（写真22）。

10．おわりに

　今回は、2005年に第１回目の競

技会を開催した「NDSテクノロジー

総合センタ（犬山市）」以来となる

愛知県で、非常に大規模な会場であ

る「ポートメッセなごや（名古屋市）」

での開催となりました。

　本競技会も当初の頃と比べて各通

信建設会社の力の掛け方も増し、注

目度とともに規模も大きくなってき

ました。

　今回参加した選手は、各社の予選

会を勝ち残ってきた精鋭が集い競い

合った競技会であり、この予選会を

通じて多くの施工技術者が、光の最

新技術だけでなく昔からあるメタル

系技術もさらに磨き上げ、高い技術

を修得した技術者層の拡大が図られ

ております。

　NTT各社様からも設備系にとど

まらず多くのご来場をいただきまし

た。通信設備の施工、サービス開通

および設備保守の具体的プロセスを

ご覧になり通信建設業界への理解を

深めていただければ幸いです。
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表１　第８回光通信工事技能競技会　表彰順位

複合設備施工競技

優勝 ㈱ミライト・テクノロジーズ 棚
タナ

橋
ハシ

　教
ノリ

雄
オ

準優勝 四国通建㈱ 村
ムラ

上
カミ

　貴
タカ

哉
ヤ

３位 ㈱ミライト 近
コン

藤
ドウ

　浩
ヒロ

秋
アキ

４位 西日本システム建設㈱ 伊
イ

藤
トウ

　宏
コウ

二
ジ

５位 シーキューブ㈱ 山
ヤマ

中
ナカ

　　翔
ショウ

６位 ＮＤＳ㈱ 森
モリ

辻
ツジ

　浩
ヒロ

史
シ

７位 北陸電話工事㈱ 赤
アカ

尾
オ

　侑
ユウ

慶
ケイ

８位 西部電気工業㈱ 吉
ヨシ

田
ダ

　拓
タク

史
シ

光アクセス設備施工競技

優勝 ㈱ＴＴＫ 佐
サ

藤
トウ

　大
ダイ

輔
スケ

準優勝 ＮＤＳ㈱ 兵
ヒョウ

藤
ドウ

　潤
ジュンジ

二

３位 北陸電話工事㈱ 鏑
カブラギ

木　勇
ユウ

太
タ

４位 日本コムシス㈱ 堀
ホリ

尾
オ

　大
ダイ

輔
スケ

５位 ㈱ミライト・テクノロジーズ 松
マツ

本
モト

　恭
キョウ

佑
スケ

６位 ㈱ミライト� 富
トミ

山
ヤマ

　悦
エツ

宏
ヒロ

７位 四国通建㈱ 志
シ

賀
ガ

　勇
ユウ

希
キ

８位 シーキューブ㈱ 岩
イワ

崎
ザキ

　剛
ツヨ

士
シ

光サービス開通施工競技

優勝 ㈱協和エクシオ 小
オ

山
ヤマ

　大
ダイ

輔
スケ

準優勝 ＮＤＳ㈱ 福
フク

田
ダ

　哲
テツ

也
ヤ

３位 シーキューブ㈱ 内
ナイ

藤
トウ

　洋
ヒロ

史
シ

４位 四国通建㈱ 田
タ

中
ナカ

　光
ミツ

人
ヒト

５位 西日本システム建設㈱ 沢
サワ

見
ミ

　真
シン

也
ヤ

６位 ㈱ミライト・テクノロジーズ 池
イケ

田
ダ

　圭
ケイ

祐
スケ

７位 西部電気工業㈱ 村
マツ

松
ムラ

　貴
タカ

大
ヒロ

８位 ㈱ＴＯＳＹＳ 河
カワ

内
ウチ

　　敦
アツシ

総　合　部　門

優勝 ＮＤＳ㈱
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選手・審査員・故障修理エキシビション参加者一覧

会社名 氏名
複合設備施工競技 福島　伸之
光アクセス設備施工競技 奥田　宜臣
光サービス開通施工競技 関口　真一
複合設備施工競技 平井　忠博
光アクセス設備施工競技 赤岩　久
光サービス開通施工競技 小川原　泰文

松本　裕幸
兎澤　謙治

複合設備施工競技 有村　勇斗
光アクセス設備施工競技 鈴木　順
光サービス開通施工競技 小山　大輔
複合設備施工競技 岡田　健司
光アクセス設備施工競技 佐藤　登
光サービス開通施工競技 丹羽　勝幸

有村　勇斗
小山　大輔

複合設備施工競技 塩田　謙吾
光アクセス設備施工競技 堀尾　大輔
光サービス開通施工競技 三浦　明寿
複合設備施工競技 上城　智広
光アクセス設備施工競技 橋本　勝彦
光サービス開通施工競技 清水　大輔

黒﨑　直美
林　雄二郎

複合設備施工競技 近藤　浩秋
光アクセス設備施工競技 富山　悦宏
光サービス開通施工競技 益子　翼
複合設備施工競技 須田　功
光アクセス設備施工競技 天下谷　典康
光サービス開通施工競技 岩間　寛裕

長澤　聖也
浪岡　昭公

複合設備施工競技 細谷　優一
光アクセス設備施工競技 古山　喬敏
光サービス開通施工競技 堀江　敦
複合設備施工競技 松本　久明
光アクセス設備施工競技 前田　信治
光サービス開通施工競技 松澤　秀昌

黒崎　貴広
櫻井　悠貴

複合設備施工競技 大杉　隆廣
光アクセス設備施工競技 中村　悟
光サービス開通施工競技 河内　敦
複合設備施工競技 中林　裕明
光アクセス設備施工競技 田代　穣
光サービス開通施工競技 小林　成太朗

河内　敦
安達　沙耶

複合設備施工競技 森辻　浩史

競技種別等

故障修理エキシビション

審査員

選手

故障修理エキシビション

審査員

選手

審査員

選手

故障修理エキシビション

審査員

選手

故障修理エキシビション

審査員

選手

故障修理エキシビション

審査員

選手

故障修理エキシビション

池野通建㈱

㈱協和エクシオ

日本コムシス㈱

㈱ＴＯＳＹＳ

㈱ミライト

和興エンジニアリング㈱



光アクセス設備施工競技 兵藤　潤二
光サービス開通施工競技 福田　哲也
複合設備施工競技 堀　大介
光アクセス設備施工競技 蓮池　渉
光サービス開通施工競技 伊藤　文隆

鈴木　昭年
中村　和彦

複合設備施工競技 山中　翔
光アクセス設備施工競技 岩崎　剛士
光サービス開通施工競技 内藤　洋史
複合設備施工競技 長友　謙太
光アクセス設備施工競技 堀田　貴宣
光サービス開通施工競技 結城　翼

今泉　佳子
櫛引　崇

複合設備施工競技 赤尾　侑慶
光アクセス設備施工競技 鏑木　勇太
光サービス開通施工競技 本木　康大
複合設備施工競技 山口　徹
光アクセス設備施工競技 羽根　洋明
光サービス開通施工競技 本　康宏

坂野　宏明
本木　康大

複合設備施工競技 中辻　祥浩
光アクセス設備施工競技 櫻井　正美
光サービス開通施工競技 二神　達也
複合設備施工競技 杉本　宏一
光アクセス設備施工競技 中畑　昌志
光サービス開通施工競技 山田　篤志

前田　浩希
三浦　翔平

複合設備施工競技 棚橋　教雄
光アクセス設備施工競技 松本　恭佑
光サービス開通施工競技 池田　圭祐
複合設備施工競技 初野　正之
光アクセス設備施工競技 高薄　瑞樹
光サービス開通施工競技 井上　拓也

武本　教幸
三宅　悠太

複合設備施工競技 林　和樹
光アクセス設備施工競技 中尾　浩司
光サービス開通施工競技 小山　宗則
複合設備施工競技 森　耕平
光アクセス設備施工競技 神垣　一成
光サービス開通施工競技 永安　和弘

平野　誠太郎
新宅　篤

複合設備施工競技 村上　貴哉
光アクセス設備施工競技 志賀　勇希
光サービス開通施工競技 田中　光人
複合設備施工競技 神野　修治
光アクセス設備施工競技 渡部　敬四郎

選手

審査員

審査員

選手

故障修理エキシビション

審査員

故障修理エキシビション

審査員

選手

故障修理エキシビション

選手

故障修理エキシビション

審査員

選手

審査員

選手

故障修理エキシビション

審査員

選手

故障修理エキシビション

㈱ソルコム

四国通建㈱

日本電通㈱

㈱ミライト・テクノロジーズ

シーキューブ㈱

北陸電話工事㈱

ＮＤＳ㈱



光サービス開通施工競技 山口　敦司
山田　菜緒
志賀　勇希

複合設備施工競技 吉田　拓史
光アクセス設備施工競技 秋吉　昇
光サービス開通施工競技 村松　貴大
複合設備施工競技 高橋　秀尚
光アクセス設備施工競技 渡邉　亮介
光サービス開通施工競技 古賀　拓也

篠崎　大地
下村　武史

複合設備施工競技 伊藤　宏二
光アクセス設備施工競技 上里　武士
光サービス開通施工競技 沢見　真也
複合設備施工競技 山口　誠
光アクセス設備施工競技 下林　毅
光サービス開通施工競技 松尾　佳史

沢見　真也
市村　勝利

複合設備施工競技 中嶋　慶祐
光アクセス設備施工競技 遠藤　俊幸
光サービス開通施工競技 千葉　陽介
複合設備施工競技 里舘　祐一
光アクセス設備施工競技 齋藤　祐之
光サービス開通施工競技 二科　恭介

中嶋　慶祐
千葉　陽介

複合設備施工競技 斎藤　雄作
光アクセス設備施工競技 佐藤　大輔
光サービス開通施工競技 宍戸　聖
複合設備施工競技 真保　聡美
光アクセス設備施工競技 吉田　正雄
光サービス開通施工競技 馬場　香織

宍戸　聖
波多野　裕介

複合設備施工競技 門脇　大輔
光アクセス設備施工競技 三沢　博満
光サービス開通施工競技 長谷川　輝美
複合設備施工競技 鈴木　友博
光アクセス設備施工競技 渡部　達也
光サービス開通施工競技 高村　憲幸

新保　潤平
和田　将成

故障修理エキシビション

審査員

選手

故障修理エキシビション

審査員

選手

審査員

選手

故障修理エキシビション

審査員

故障修理エキシビション

審査員

選手

故障修理エキシビション

故障修理エキシビション

選手

㈱つうけん

大和電設工業㈱

㈱ＴＴＫ

西部電気工業㈱

西日本システム建設㈱


