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大分県情報サービス産業協会
　　      　会長　森　秀文

　新年明けましておめでとうございます。

年末、そしてお正月はいかがお過ごしでしたで
しょうか。それぞれの過ごし方で英気を養い、清々
しい2008年をお迎えになったことと思います。明
るく、強く、そして元気に新しい年をスタートさ
せましょう。
　当協会は、すでに御案内の通り県内に事業所を
置くソフトウェア開発会社と大手メーカー等約60
社で構成されています。本年も改めまして各社の
皆様、そして関係機関および関連団体の皆様の御
協力、御支援をお願い申し上げるところでありま
す。
　さて、県内経済の情勢につきましては「緩やか
な回復を続けている」と発表されています。個人
消費に弱さが見られるものの設備投資は前年度を
上回る見通しで、企業の生産活動や雇用情勢も高
水準を維持している事が理由であります。総括と
して海外の経済情勢や原油価格高騰に伴う商品価
格の引き上げは懸念材料でありますが、大手製造
業にけん引される形で緩やかな回復が当面続くと
見られています。
そして、当協会が身を置く情報サービスソフト
ウェア産業につきましては、ＩＴ革命が現実のも
のとなった今日、企業活動の情報処理エンジンの
機能を果たすとともに、経済生活・娯楽・交通・
行政等のあらゆる社会活動を支えるインフラスト
ラクチャとしての存在に変貌を遂げています。特
に技術構造の変化に伴い、ＩＴの潜在能力を十分
に引き出し、多様なイノベーションと付加価値を
実現する機能が、ハードからソフトへ、さらには
サービスへとシフトしており、我が国の産業の中

でも情報サービス産業、ソフトウェア産業の果た
すべき役割はかつてないほど高まっています。こ
れからのユビキタス社会へ向けて、利用技術の底
上げ・高度な関連サービスの提供など、当協会の
果たすべき役割の大きさを実感しているところで
す。
そのような中、本年当協会は記念すべき20周年
を迎えるところであります。
　平成元年３月に大分県ソフトウェア協会として
故御手洗会長のもと、視察研修推進委員会・技術
交流推進委員会などの４つの委員会でスタートし
ました。その後、平成10年４月に大分県情報サー
ビス産業協会へ名称変更しJISA（情報サービス産
業協会）との連携を深めつつ、現在に至っている
ところです。
　その間、技術交流会・技術研修会、ＩＴスペシャ
リスト研修、ＯＩＳＡニュース創刊、国内外の情
報産業視察、サウンドコンテスト開催、ボウリン
グ大会開催、協会ホームページ公開、ＪＩＳＡ理
事会・評議委員会の大分での開催、等々が実施さ
れて来たところであります。20周年を迎えるに当
たっては、記念事業企画委員会をすでに立ち上げ
ているところであり、是非とも心に残る成人式を
迎えて、協会にとってこれからは大人としての
１．技術力ＵＰ
２．存在感のアピール
３．社会貢献

を目標に活動を進めて行こうと思います。
　新しい年が我々大分県情報サービス産業協会に
とりまして輝かしい年になることを祈念して新年
のご挨拶とします。
本年も宜しくお願い申し上げます。

２００８年　迎春
～ 大分県情報サービス産業協会　会長新年ご挨拶 ～
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第19回OISA技術交流会開催
　　　テーマ：次世代ネットワーク　　　　　　　

　　　　「Next Generation Network(NGN)」
　　　日　時：平成 19 年 10 月 24 日　15:30 ～ 17:00
　　　場　所：大分県商工会議所ビル６Ｆ大ホール

　今年の技術交流会は、講師として西日本電信電話株式会
社　大分支店ソリューション営業部長　藤川武志氏をお招
きし、次世代ネットワークNGNの概要とNTTグループ
の取り組みについて講演していただきました。当日は 26
社から 110 名を超える参加をいただき、大変活況を呈しま
した。
１．通信の動きとNTT西日本の取り組み
　ナローバンドのダイヤルアップ環境からブロードバンド
による常時接続へと利用環境が変化してきている中、提供
されている IP ブロードバンドサービスも当初のテキスト・
静止画レベルから動画配信に進み、ゲーム、ショッピング、
音楽配信、SNS 等多様なサービスが提供されるようになっ
てきました。
　また、インターネット接続サービスの普及状況をみれば、
サービス全体ではADSL 回線が 1,424 万回線（H18.12 時
点）で 55％と過半数を超えてはいるが、減少傾向にある中、
FTTH（光サービス）が急速に回線数を伸ばしています。
　さらに、都道府県別にブロードバンド普及状況をみれば、
全国平均（H18.3 末）：46.2％、大分県は 38.2％（H18.12 末）
で全国平均を下回っています。
　携帯電話サービスを見ると、電話としての通信インフラ
からインターネットと携帯メールが使える ITインフラへ
の変化、さらに 4,000 万人を超える普及状況から生活イン
フラへと変化してきました。
　NTT西日本のブロードバンドサービスの推移をみれば、
H17 年 6 月に月間純増数で「フレッツ光」が「フレッツ・
ADSL」を逆転し、H17 年 8 月時点で 100 万回線を突破、
その 1年後のH18 年 8 月に 200 万回線を超えました。
２．ネットワークの課題とその対策
　現在のネットワークの課題として、
　　①　固定電話設備の老朽化
　　②　通話料収入の減少
　　③　固定網と移動網の連携したFMCニーズへの対応

④　インターネットの普及に伴う IP ネットワーク化
の進展とセキュリティ問題

⑤　固定網・移動体網・データ通信・放送を含めたサ
ービスのシームレス化ニーズ

　上記５点が挙げられます。
　これらネットワークの課題の対策として、利便性の確保
やセキュリティ対策、品質保証、信頼性、オープンインタ
フェースといった項目について標準化を行い、かつ経路制
御やトラヒック制御、課金情報に関する網管理システムの
統合が必要となり、これらの対策案として、オール IP 化
によるネットワークの構築が必要となりました。

３．次世代ネットワーク（NGN）の概要
　NGNとは、今の固定電話の利便性を担保しながらイン
ターネットの便利さを併せ持つ、次世代 IP ネットワーク
であり、次の 5大特徴を所持します。（以下、講演資料抜粋）
　　①　「サービス」と「転送」の分離
　　②　パケットベースのネットワーク
　　③　高帯域かつQoS 制御可能なネットワーク
　　④　アクセス形態に依存しないネットワーク
　　⑤　モビリティとユビキタスサービス提供
　NGN構築のポイントは、他事業者のネットワークとオ
ープンに接続できることと、異業種・他業界と連携して新
しいサービスや付加価値をNGNの中で創造することにあ
ります。
　しかし、NGNは、次世代のネットワークであって、次
世代のインターネットではありません。NGNは、インタ
フェースを介して電話網以外にも、さまざまなサービスを
提供するネットワークインフラです。
４．なぜ今、NGNなのか？
　NGN構築の目的は、電話網等既存網統合による維持運
用コストの削減とオール IP 化に伴う新サービスの提供に
あります。
　NGNは、ITU-T で標準化が進められており世界各国の
通信事業者が電話網から IP 網へ移行を表明しています。
英国の BTでは 2003 年からサービスを開始しており、IP
ネットワークによるNGN構想が全世界で進んでいます。
　そのような中、NTTの NGNは４つの特徴を持ちます。
　　①　品質保証「QoS」
　　②　セキュリティ
　　③　信頼性
　　④　オープンインタフェース
５．おわりに
　2008 年には大分にも進出予定であり、今後はNGNによ
る社会変革が起きることが予想されます。NGNを普及さ
せるためには、普及する価格設定が重要だと考え、既存の
ネットワークをNTTサイドでNGN網に切り替えるのか、
新サービスとしてお客様につなぎかえてもらうのか、どち
らかになります。　　　　　　　　　　　　（技術委員会）

TEL 097 537-3911  FAX 097 532-7939

クリック
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第１４回 OISA 第１４回 OISA ITスペシャリスト研修ITスペシャリスト研修
今年度も大好評で実施中！今年度も大好評で実施中！

第１４回 OISA ITスペシャリスト研修
今年度も大好評で実施中！

　会員各企業従業員の皆様の技術力アップを目的とした技術研修会も今年で14回目を数えました。既にお馴染みと
なった本研修は（財）大分県産業創造機構とタイアップで実施する「ＩＴスペシャリスト研修」とＯＩＳＡ単独で
実施する「SEのためのプレゼンテーション研修」から構成されています。
　会員企業の皆様のニーズに応えるべく内容を精査し、本年度は「ＩＴスペシャリスト研修」として「データベー
ス研修」、「ネットワーク研修」、「プログラミング研修１（Java）」、「プログラミング研修２（Ruby）」、「プロジェ
クトマネジャー養成講座」の各研修、及びＯＩＳＡ単独の「SEのためのプレゼンテーション研修」の合計６研修を
企画し、実施しています。
　本年度の研修も募集時の定員枠を超える多数のご応募
をいただきました。研修委員会としましてもできる限り
たくさんの方が参加できるように、お申し込みいただい
た方全員について受講していただくことにしました。そ
の結果、会員企業25社、非会員企業５社から延べ134名の
参加を得て盛況のうちに実施中です。
　これらの研修は技術力の向上に役立てていただくとと
もに研修に参加した皆様方の間で会社を超えて親睦を深
めていただきたいとの思いもあります。特に「ＩＴスペ
シャリスト研修」については大分県産業創造機構との共
催でもあり、ＯＩＳＡ会員企業だけでなく、県内の情報
処理に関係する会社からの参加もあります。この機会に
ぜひ人のネットワークの輪を広げていただきたいと思い
ます。本研修に参加することにより様々な面でのステッ
プアップの足がかりになれば幸いです。
　次年度につきましても、皆様の期待に応えるべくより
良い研修会を目指して参りたいと思いますので、皆様の
ご意見、ご希望をお気軽に研修委員会までお寄せ下さい。
　次年度も技術研修会へのご参加をお待ちしておりま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（研修委員会）

“大分リコーは、お客様のお役立ちがビジネスです！”
― Image　Communication ―

〒870-0921　大分市萩原 4丁目 8番 7号
TEL 097-551-0457
FAX 097-551-2257

http://www.oita.ricoh.co.jp/
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日　程：平成19年９月６日（木）～７日（金）
参　加：15社22名

【視察先】
①石見銀山
　石見銀山は先般、「世界遺産」に登録されました。江
戸時代からの町並みを有した貴重な文化財（石見銀山資
料館・熊谷住宅等）を見学しました。

②広島市道路交通局
　　広島市道路交通局は、2005年に国土交通省の「環境的
に持続可能な交通（EST）モデル事業」の実施地域に選
定されました。実施年度は本年度までとなっておりま
す。環境問題（CO２削減）等の取り組みについての紹介
を受けると同時に、地方交通の実態を見学しました。

③海上自衛隊呉資料館、大和ミュージアム
　海上自衛隊呉基地は、日本に２箇所しかない潜水艦基
地（もう１箇所は横須賀基地）です。今回視察した海上
自衛隊呉資料館（てつのくじら館）は、全国で初めて潜
水艦内を見学できる施設が併設されています。併せて、
海上防衛・システム・通信など、現在の国際情勢におけ
る防衛システムの仕組みを見学しました。

【主な行程】
１日目：９月６日（木）

石見銀山：大森地区見学（石見銀山資料館・熊谷
住宅など） 
美又温泉泊

２日目：９月７日（金）
広島市役所（道路交通局）：「環境的に接続可能な
交通（EST）モデル事業」見学
海上自衛隊呉資料館（てつのくじら館）、大和
ミュージアム見学

（企画委員会）

平成19年度
第1回視察研修旅行

広島市内の路面を走る LRT
※ LRT･･･Light Rail Transit の略。従来の路面電車の走
行環境、車両等をグレードアップさせた、人や環境に優し
く経済性に優れた公共交通システム。

LRTを熱心に観察する参加者

「戦艦大和」の大型模型（大和ミュージアム）集合写真（石見銀山入口）
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平成19年11月３日（土・祝日）

　８月 22 日（水）、総務員会主催によるボウリング
大会が、ＯＢＳボウルで 20 社 35 チーム 140 名の参
加を得て、全レーンを貸し切り、盛大に開催されま
した。

　競技終了後、表彰式が行われ、阪田副会長の挨拶に引
き続き上位入賞者の表彰と賞品の授与が行われまし
た。上位入賞者のスピーチと記念撮影を行い、和やかな
雰囲気で大会を終了しました。 （敬称略）  （総務委員会）

　11月３日の文化の日に例年恒例のOISＡ親睦ゴルフ
会が開催されました。会員相互の親睦と日頃の運動不
足解消が目的のゴルフ会も今年で11回目を迎えまし
た。
　今年は当協会前会長の郷司潔氏、協会顧問の大分県
工業団体連合会会長の秋月睦夫氏の参加をいただき、
初参加３名を加え総勢15名が熱戦を繰り広げました。
　秋晴れの絶好のコンディションの中、参加者それぞ
れに自分のゴルフを楽しみながら親睦も深めました。
　競技終了後、表彰式が開催され各賞の授与が行われ
ました。
　各賞は下記のとおりです。

優　勝　吉武　俊一（エイビス）
　　　　グロス83、ネット72.2
準優勝　吉田　泰明（富士通大分ソフトウエアラボラトリ）
３　位　首藤　　勇（コンピュータエンジニアリング）

ドラコン　吉武　俊一（エイビス）
　　　　　首藤　　勇（コンピュータエンジニアリング）
ニアピン　漆間　義孝（モバイルクリエイト）
　　　　　三宅健一郎（九州東芝エンジニアリング）
ベスグロ　吉田　泰明（富士通大分ソフトウエアラボラトリ）
　　　　　グロス80

（敬称略）

　初心者も歓迎いたしますので、次回皆様のご参加を
お待ちいたしております。                　　(総務委員会)



新　入　会　員新　入　会　員　紹　介　紹　介新　入　会　員　紹　介 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

トッパン・フォームズ㈱
大分営業所　
営業所長　小山　真一
事業内容：帳票・ＲＦＩＤ
ＩＣカード製造
従業員数：2,215名
所 在 地：大分市都町3－1－1
TEL：097-534-2455　FAX：097-538-7995

フレッシュさん紹介フレッシュさん紹介　よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。フレッシュさん紹介フレッシュさん紹介　よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。フレッシュさん紹介　よろしくお願いいたします。
㈱アセンディア
IT教育サービス部　
大分教育チーム
阿部　紀之
趣味：釣り
好きな言葉：FREE&EASY
　大分で社会人となって７年目ですがこ
の業界では全くの未経験、11月に入社し
たばかりの阿部と申します。
　現在はJavaの案件に携わっており、不
慣れながらも開発の現場で苦しみつつ、
楽しんで仕事に従事していますが、毎日
がわからない事の連続で、今はまだ職場
で先輩方の足を引っ張っています。まだ
まだ一人前には程遠く、先は遥かといっ
た感じですが、仕事を通じ、また日々の
学習を経て、いつの日かスーパーなSEと
呼ばれる存在となる日を信じて頑張って
いきます。よろしくお願いします。

佐伯印刷㈱
営業本部
徳丸　吉枝
趣味：書道
好きな言葉：一期一会

　私は今春、短大を卒業して営業事務と
して入社しました。
　現在の仕事は主に書籍整理と翻訳窓口
を担当しています。　　
　書籍整理では、当社で印刷した見本の
一部を保管・管理しています。種類が豊
富なので覚えるのには苦労しますが、形
態や得意先などの情報を得ることに役立
つので頑張っていきたいです。
　翻訳窓口は、いろいろな外国語に触れ
られるのでとても新鮮です。特に私は中
国語が好きなので、読めるところだけで
すが自分で訳し、確認しています。
　いつも先輩方々に助けられて勉強する
ことばかりですが、やりがいを持って一
所懸命に頑張っていきます。

㈱クエスト
九州事業所
技術支援開発担当
下戸　正太
趣味：ドライブ
好きな言葉：一期一会
　入社して気がつけば約９ヶ月、社会人
として我武者羅に仕事に取り組んできま
した。入社する前は、「働けるのだろう
か？」「やっていけるのだろうか？」と
不安な日々でした。しかし、入社し親切
な諸先輩方のおかげで、不安もすぐにな
くなりました。社内研修では、懇切丁寧
にご指導下さり、充実した生活を送れた
のは整った教育環境のおかげだと思いま
す。そんな私は今では、お客様先に常駐
し勤務しております。多くのお客様と接
するため、会話の仕方や話の聞き方、も
ちろん技術的なことも含めて、全てが勉
強です。まだまだ未熟ではありますが、
毎日何か一つは自分の力にできるよう切
磋琢磨していきたいと思っています。

ソフトリンク㈱
大分営業所　
所長代理　大園　拓
事業内容：ソフトウェア
開発及び保守
従業員数：60名
所 在 地：大分市東津留2－2－4
TEL：097-503-1551　FAX：097-552-1251

大分リコー㈱
代表取締役
社　　　長　佐々木　修
事業内容：OA機器・ソリ
ューション販売及び保守
従業員数：200名
所 在 地：大分市萩原4－8－7
TEL：097-551-0457　FAX：097-551-2257

代表者変更のお知らせ　　　　　　　株式会社システムデベロップメント　　新　執行役員　宮田　浩史（旧　執行役員　渡辺　五郎）
ダイワボウ情報システム株式会社　　新　支店長　　橋本　浩司（旧　支店長　　後藤　恒宏）
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テーマ『私の趣味』と題して趣味、特技等を題材に身近な話題を募集しています。

申 込 先＊OISA広報委員会事務局　大銀コンピュータサービス㈱田崎貴裕
　　　　　TEL 097－537－4531　FAX 097－534－4545
　　　　　Mail  dcsttasa@oct-net.ne.jp

OISAニュース原稿募集のご案内

公開審査発表会のお知らせ
公開審査

トリニータ応援歌・フリー曲・課題曲演奏！

NEWSOITA INFORMATION SERVICE INDUSTRY ASSOCIATION
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◆賞 選出された最優秀曲は年間ホームゲームにて演奏されます。他に副賞もあります。

◆賞 グランプリには賞金と副賞をはじめ各賞があり、豪華賞品を用意しています。

◆賞 選出された最優秀曲は、今後の府内パッチンの曲として使用される可能性が
あります。他に副賞もあります。


