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はじめに

　一般社団法人　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、去る９月10日（水）、11
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
2014」を開催しました。
　ここでは、今年で11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、「イノベーショ
ンの加速でワクワクするICT技術交
流」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
与することを目的としています。
　主催は、一般社団法人　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：西日本電信電話株式会
社）。

　オープニングセレモニーは、全通
協の中尾理事長が、主催者代表挨拶
に立ち（写真１）、続いて来賓の西
日本電信電話株式会社 取締役 設備
本部　ネットワーク部長　黒田 吉
広様とNTTネオメイト　代表取締
役社長　上原 一郎様およびNTT
フィールドテクノ代表取締役社長　
岸本 照之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88社が出展（表１）。
このうち、ITEA関連としては15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、誤接続防止を図った施工
技術開発物品、各種VE提案開発物
品、各社さまざまなソリューション
提案等のほか、NTTネオメイトな
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～
７）。

西日本事務所

「西日本ICTフォーラム2014」開催
イノベーションの加速でワクワクするICT技術交流

表１　出展者数

団体名 出展者数

一般社団法人　情報通信エン
ジニアリング協会（ITEA）

15

88

一般社団法人　情報通信ネッ
トワーク産業協会（CIAJ）

17

全国通信用機器材工業共同組
合（全通協）

39

通信電線線材協会 12

ＮＴＴグループ 5

写真１�　全通協　中尾理事長による主催者
代表挨拶

写真２　テープカットによる開幕

写真３　ITEAによる展示

写真４　CIAJ による展示
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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

近畿通信産業㈱ お客様に満足いただける建設資材のご提供。
ＩＴ時代に対応した総合資材会社として、ＩＰネットワークカメラ、屋外ケー
ブル、モール等を紹介。

四国通建㈱ 確かな品質と安心、信頼をお届けします。 電気通信設備工事の安全性および効率性を考慮したツールを紹介。

シーキューブ㈱ 人と技術と感動通信 安全・環境・品質の確保および、作業効率の向上を図るツールを紹介。

㈱NTEC 通信インフラ点検の新技術をご紹介します。
「橋梁裏面添架設備の点検システム」および「新トリプルＩＰ上での路面映像管
路表示」について紹介。

日本コムシス㈱ お客様要望の一つ上を目指すコムシスWAY
コムシスの太陽光発電、ネットワーク管理を側面から支える監視カメラ、配線
管理・試験システムの紹介。

西日本システム建設㈱
（現　㈱SYSKEN）

ペーパーレス化に貢献するシステムをご紹
介。

タブレットやスマートフォンを活用した、ペーパーレス化に貢献するシステム
を紹介。

㈱ミライト 総合エンジニアリング&サービス　ミライト
タブレットホルダに写真検査システム、図書館システムで未来をつくる。ネッ
トワークをまもる。

㈱ミライト・テクノ
ロジーズ

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提案採用等）を紹介。

㈱協和エクシオ
みんなを「つなぐ」と未来はもっと明るく楽
しい

あらゆるコミュニケーションを「つなぐ」エクシオのトータルICTソリューショ
ンの紹介。

和興エンジニアリン
グ㈱

あなたのスマートライフをお手伝いします。
コンセント埋込み型アクセスポイントと品質・作業効率の向上に向けた物品施
工ツールを紹介。

日本電通㈱ 情報、人、想いをつなぎ、未来へとつなぐ 作業の効率化･環境に即したツールを紹介。

西部電気工業㈱ 社会へ貢献する総合エンジニアリング企業へ
迅速・簡単に設置ができる映像配信パッケージと、周辺環境に同化した防音設
備を紹介。

NDS㈱ まるごとSmart NDS
NDSの新規ソリューション「まるごとSmart NDS」より、介護事業者様にお薦
めのサービスを紹介。

北陸電話工事㈱ 情報と通信の未来を創る！HOKUWA
道路傾斜情報提供システムを利用し、工事の安全性向上を図るシステムおよび
保守協業システム等を紹介。

㈱ソルコム 情報通信技術で夢をつなぐ
光地下配線物品算出ツール、現場と事務所のコミュニケーションツール、LED
保安器具を紹介。

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ネオメイト 24時間365日、通信はとまらない。
タブレットによる保全業務の効率化、安全教育、UTMによるセキュ
リティー管理を紹介。

NTT空間情報㈱ 情報通信サービスを支えるＧ空間基盤
新たなソリューション・サービスのベースとなる電子地図、航空写
真などの空間基盤コンテンツを紹介。

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、ソリューションを展示・デモで紹介。

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

㈱NTTフィールドテクノ
お手頃価格でお客様問合わせ業務を全て
代行！

あらゆるICT製品に対応！電話や遠隔支援ツールによりお困りごとを
解決！さらに訪問サポートにも対応！

写真５　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

講演会等

　毎年人気のある講演は、フォーラ

ム初日の10日（水）に、西日本電
信電話株式会社　取締役　ビジネス
営業本部長の古堅 一成様による基

調講演（写真８）と、NTT空間情
報株式会社　代表取締役社長　猪
瀬　崇様による特別講演（写真９）
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（写真11）が行われました（表４）。
　事前予約が満席となり、当日予約
に列ができるなど、大勢の方が聴講
に訪れました。
　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
会が開かれ、当協会の髙島会長が主
催者代表挨拶（写真12）を、西日
本電信電話株式会社　代表取締役社
長　村尾 和俊様が、ご来賓挨拶に
立たれました（写真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
築く交流の場となりました。

おわりに

　西日本ICTフォーラムは、NTTグ
ループ各社の社員の方々とその関係
者、出展者の招待者を対象に２日間
にわたって開催。期間中、目標の
1,700名を超える1,767名の方にご来
場をいただき、盛況のうちに閉幕と
なりました。

表４　講演一覧
９月10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　ビジネス営業本部長
� 古堅 一成　様

N T T西日
本における
クラウドビ
ジネスへの
取り組み

自治体や医療・介護、教育等、さまざまな分野
のパートナー様とのクラウドを活用したアライ
アンス事例を中心に、NTT西日本グループにお
けるクラウドビジネスへの取組みについてお話
いただきました。

特
別
講
演

NTT空間情報株式会社
代表取締役社長
� 猪瀬　崇　様

しなやかな
社会の創造
を支えるＧ
空間情報

国土強靭化、インフラ設備老朽化、2020年オ
リンピック開催等々の社会の新たな課題に対し
て、次世代ITS、ビッグデータ、準天頂衛星等
の仕組みが確立しつつある現在、NTT空間情報
では、これらのハードウェアやソフトウェアと
自社の技術やG空間情報を組み合わせた新たな
具体策を展開されており、今後展開が期待され
る効果的な事例をご紹介いただきました。�

９月11日（木）

講演者 演題 講演概要

特
別
講
演

神戸製鋼ラグビー部
ゼネラルマネジャー
� 平尾 誠二　様

ラグビーに
学ぶ！リー
ダーシップ
と強い組織
作り

トップに立っている者、またいずれトップに立
つ者にとって、どのような組織を作り、どのよう
にしてその組織を引っ張っていくのかというこ
とは永遠の課題であり、ラグビーを通して学ば
れたリーダーシップと、強い組織の作り方をご
自身の学生時代の経験からお話いただきました。

特
別
講
演

大和ハウス工業株式会社
大阪都市開発部
企画部　企画グループ　
グループ長
� 脇濱 直樹　様

「ゼロ・エ
ネルギー・
タウン」へ
の取組み

電力需給が逼迫している中、無理せず節電しな
がら快適な暮らしを送れることが求められてお
り、大和ハウス工業様が開発を行われたスマー
トタウンの代表事例をもとに、スマートタウン
での暮らしや取組み内容をお話いただきました。

写真８�　西日本電信電話㈱　取締役　
　　　古堅 一成様による基調講演

写真９�　NTT 空間情報㈱　代表取締役社長
猪瀬　崇様による特別講演

写真 10�　神戸製鋼ラグビー部ゼネラルマネージャー
平尾 誠二様による特別講演

写真 11�　大和ハウス工業㈱　脇濱 直樹様
による特別講演

写真 12�　ITEA　髙島　元�会長による懇
親会での主催者代表挨拶

写真 13�　西日本電信電話㈱　代表取締役
社長　村尾 和俊様による懇親会
での来賓挨拶

が行われました。２日目の11日
（木）は、神戸製鋼ラグビー部　ゼ
ネラルマネジャー　平尾 誠二様
（写真10）と、大和ハウス工業株式
会社　脇濱 直樹様による特別講演


