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第23回ＯＩＳＡ技術交流会開催
テーマ：「クラウド、タブレットＰＣ、ソーシャルメディアで変わるビジネススタイル」
日　時：平成23年10月25日(火)　15：30～ 17：00
場　所：大分商工会議所ビル　６Ｆ大ホール

　OISA技術交流会は、業界の最新技術動向について、
産学官の先進的な研究成果やノウハウを持つ講師を招
くことにより、大分県における情報サービス関連技術
の向上及び発展を促し、更なる振興を図る事を目的に
毎年開催されています。
　23回目をむかえる今回は、講師に株式会社Laf laの宥
免達憲氏をお迎えして、今話題のクラウド、タブレッ
トPC、ソーシャルメディアの活用をメインテーマとし
て講演していただきました。近年、注目度の高い分野
での講演とあって、28団体84名が参加し、関心の高さ
をうかがわせました。

【講師プロフィール】
　NECグループのソフトウェア開発会社にて約15年
間、人工知能システム、金融窓口端末、BIGLOBEの
サービス開発などに従事。
　2000年より、東京の新規事業開発・技術移転に関す
るコンサルティング会社に入社し、さまざまな業種・
業界・研究機関を取引先として活動を行う。
　2006年より、JST（科学技術振興機構）の大学発ベン
チャー創出推進制度の採択を受け、九州大学廣川左千
男教授とともに、教授の研究成果であるテキストマイ
ニング技術を基にした事業化活動に従事し、2008年9月
に株式会社Laf laを起業。代表取締役に就任。　
【講演内容】
１．クラウドコンピューティングの概要紹介
　「所有」から「利用」へを切り口にクラウド利用によ
るコストメリットについて紹介。自社運用型よりも
TCO(Total Cost of Ownership)が抑えられ、データを
所有するリスクが軽減されるなど、利用者には数多く
のメリットがある。　

２．タブレット端末とクラウドによる可能性
　タブレット端末は、「大画面のタッチパネル、イン
ターネット接続、バッテリーにより長時間利用可能、
使いたい時に即起動、統制が取りやすい」といった特

徴をもち、ノートPCや携帯電話の代わりになりつつあ
る。利用用途もさまざまで、社内会議での利用による
情報共有ツールや製品パンフ、動画を駆使したプレゼ
ンテーションツールなどあらゆる可能性を秘めてい
る。クラウドとの組み合わせにより、端末は『情報の
カバン』から『情報のどこでもドア』へと姿を変えて
いく。

３．ソーシャルメディアについて
　ネットの入口がポータル、サーチ、ソーシャルと変
化しつつあるなかで、情報伝達のスピードにも変化が
見える。ソーシャルメディアの代表的なFacebookや
Twitterなどでは、信頼できる人とのコミュニケーショ
ンを重視し、それゆえに伝達のスピードも早い。良い
情報だけに限らないため、時としてリスクは伴う。利
用者は気づかぬうちにその情報をクラウドで利活用し
ている。

４．まとめ
　「情報」を企業にとってあるべき姿に近づけるのがク
ラウドコンピューティングの本質。情報管理によりコ
ストが見直され、情報活用により利益が生まれる。

（技術委員会）

　新年あけましておめでとうございます。
　年末年始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2012年を迎え
た事と思います。紙面をお借りしてお慶び申し上げま
す。
　はじめに、昨年３月11日に未曽有の被害をもたらし
た、東日本大震災。被害にあわれた方々へ心からのお
見舞いを申し上げますとともに、一刻も早い復旧復興
を願うものであります。
　今年の干支は「辰」ですが、同じ意味になる「竜」
というのは、強くて立派なもの、という意味合いが強
く、十二支の中で唯一実在しない架空上の生き物にな
ります。中国などでは縁起物として祀られることが多
く、鯉が滝を上って竜になると言われ、そこから登竜
門という言葉ができています。今年こそは昇竜のよう
に景気も登り調子になって欲しいものです。
　さて、業界をとりまく環境認識ですが…景気低迷に
よるＩＣＴ投資の削減・抑制など景気変動の影響から
依然として脱しきれない状況のなかで、我が国の情報
サービス産業は、少子高齢化、円高、デフレ、さらに
タイの洪水被害、欧州債務危機の影響などに加えて経
済のグローバル化、所有から利用へのクラウドの流れ
など、経験したことのない大きな変化に直面していま
す。当業界としても、こうした変化への対応は不可避
となっています。
　昨年は電子書籍元年と呼ばれるなど、新たなコンテ
ンツ、サービスを提供する為、携帯情報端末などを情
報のプラットホームとしてとらえる事業者が出てきて
おり、旧来の業界の垣根を越えた新たなビジネス創造
の芽が出始めています。さらに、グリーン化や安全安

心などに関する社会的な要請、ますます多様化・高度
化するユーザー、ニーズ、またＳＯＸ、ＩＦＲＳなどグ
ローバルスタンダードへの対応なども、新たなＩＣＴ
ニーズの創出につながってきています。
　その様な中、年末に発表された日経産業天気図をみ
ますと、情報分野は曇り。震災を機に企業データの
バックアップ需要が増加。ソーシャルゲーム関連企業
の能力増強を狙った積極投資もあり、データセンター
需要の拡大が続き、震災による商談の遅れなども徐々
に解消へ向かい、企業のＩＴ投資も回復傾向をたどる
公算が大きいと思われます。
　また、通信分野は薄日。スマートフォン普及の流れ
が今後も続きそうで、加えて各社のタブレット端末の
品揃え拡充による利用者増に伴い、通信量は拡大傾向
にあります。各社は通信速度高速化のための基地局な
どの設備投資も積極化するでしょう。当業界にとって
上向きかけた産業天気図でありますが、予断を許さ
ず、なお不透明な情勢はぬぐえません。
　さて当面、各協会が共通して持つ課題が、会員確保
であります。会員に依存するところも多く、会員支援
を強化し会員増を図るしかありません。魅力ある協会
とは協会特有の取組みを強化するとともに、会員が求
める情報や、会員に有効となる情報を提供する事が必
要となります。
　そのため、今年も各委員会を充実させ、会員が自由
に活動できる場を提供したいと考えています。まずは
新年早々、サウンドコンテスト20周年記念大会が行わ
れます。サウンドコンテストは、大分トリニータ、日
本文理大学との連携企画であり、トリニータ応援歌、
府内戦紙応援歌を作るなど、コンピュータ音楽の愛好
家には全国的に有名なイベントとして定着してきまし
た。そして、今年はより一層の社会貢献活動の推進を
目標に掲げ、様々な検討をしました結果、地域社会と
深い関わりのある「別府大分毎日マラソン」ボランティ
ア活動に参加することにしました。世界中の関心を集
めるイベントでもあり意義は大きく、参加者にとって
も貴重な体験になることと思います。会員の皆さんの
ご協力をお願いします。
　終わりになりますが、皆様にとりまして2012年が夢
と希望の持てる素晴らしい年でありますよう、心から
御祈念を申し上げまして、新年の挨拶とします。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2012年 迎春2012年 迎春
～大分県情報サービス産業協会会長 新年ご挨拶～

大分県情報サービス産業協会
会長　森　秀文
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第18回 ＯＩＳＡ ＩＴスペシャリスト
  レベルアップ研修
第18回 ＯＩＳＡ ＩＴスペシャリスト
  レベルアップ研修 今年度も好評実施！

平成23年度

第１回視察研修旅行
日　程：平成23年９月８日（木）～９日（金）
視察先：サントリー九州熊本工場（熊本県上益城郡嘉島町） 

九州電力苓北発電所（熊本県天草郡苓北町）
　　　　雲仙岳災害記念館（がまだすドーム）（長崎県

島原市）
　　　　諫早潮受堤防及び中央干拓地（長崎県諌早市）
参　加：14社20名

サントリー九州熊本工場は、2003年にサントリービール
の第４の拠点として開設されました。

工場見学後、できたての「ザ・プレミアム・モルツ」を試飲。

九州電力苓北発電所は、石炭専焼の火力発電所で熊本県
内の電力需要の約３分の２をまかなっています。

九州電力苓北発電所

九州電力苓北発電所の説明を受ける

雲仙岳災害記念館から見た現在の雲仙普賢岳
サントリー九州熊本工場前にて

１日目 視察内容

諫早潮受堤防

中央干拓地

雲仙岳災害記念館は、1990年11月～ 1996年噴火終息宣
言までを後世へ残す日本唯一の「火山体験ミュージアム」
です。

2日目 視察内容

　会員の皆様の技術力アップを目的とした技術研修会

も今回で18回目を迎えました。

　今年度は（財）大分県産業創造機構とのタイアップ

で実施する「ＩＴスペシャリスト・レベルアップ研修」

とOISA単独で実施する「ＩＴ技術者研修」で構成し、

あわせて３講座を企画・実施することができました。

　今年度の研修は当協会会員へ６、７月に行ったアン

ケートの結果を踏まえ、会員の皆様の要望の多かった

「Androidアプリケーション開発研修」（OISA主催）、

「Linuxサーバ構築技術研修」（（財）大分県産業創造機

構共催）、「Windows Server 2008管理研修」（同）の研

修を企画し、延べ23社35名（内非会員5社）の参加をい

ただき無事終了することができました。

　研修は各自パソコンを使用し実践的に技術を習得し

ていただける内容で、スキルアップの足がかりになれ

たのではないでしょうか。

　研修委員会が企画・実施する研修は協会会員様だけ

でなく、大分に事務所を持つ企業様からも広く参加を

募集しています。技術力の向上に役立てていただくと

ともに、この機会にぜひお互いの親睦も深めていただ

きたいと思っています。

　今後とも、皆様のご期待に応えるべくより良い研修

の企画・実施を目指して参りたいと思いますので、ご

意見・ご要望をお気軽に研修委員会までお寄せくださ

い。

　来年度も技術研修会へ多くの方のご参加をお待ちし

ています。

（研修委員会）

（企画委員会）

本

　社 ☎097-534-0123

■場　所：大分市末広町２-３-28
■営　業：平日９：00～17：00
■定　休：土・日・祝日

※電話問い合わせは平日17：30まで

ト
キ
ハ

わ
さ
だ
店 ☎097-５８６-1008

■場　所：大分市大字玉沢字楠本755-1
　　　　　トキハわさだ店3F
■営　業：10：00～18：30
■定　休：トキハわさだ店に準ず

土 日 祝 も営業！
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　総務委員会主催によるボウリング大会が、25社36チーム144名の参加を
得て盛大に開催されました。
　大分県産業創造機構様、朝日キャリアバンクなどの初参加を含め、参加
企業数は過去最大の25社となりました。
　競技は１チーム４人で構成され、２ゲームのトータルスコアで団体戦と
個人戦が競われました。
　競技終了後表彰式が行われ、森会長の挨拶に続き上位入賞者の表彰と賞
品の授与が行われました。また、上位入賞者のスピーチと記念撮影があ
り、和やかな雰囲気で大会を終了しました。　　　　　　  （総務委員会）

　ゴルフ大会は、16名の参加をいただ
き実施されました。
　団体戦はグループ対抗団体戦方式に
て行なわれ、大分シーイーシーのメン
バーで構成された「Ｐｉｎｏｃｋｉｅｓ
チーム」が平均スコア73.65（ネット）
で優勝しました。
　個人戦では、塩地貴さん（㈱大分県
自治体アウトソーシングセンター）が
72.0（ネット）で優勝しました。
　次回も、より多くの皆様の参加をお
待ちしております。

（企画委員会）

順　位
優　勝
準優勝
３　位
４　位
５　位
６　位
７　位
８　位
９　位
１０位

総得点
1,451点
1,404点
1,269点
1,269点
1,255点
1,216点
1,212点
1,181点
1,124点
1,100点

チーム名
大銀コンピュータサービスA
KCS大分情報専門学校
メルハンコンピュータシステムA
オーイーシー A
IVY総合技術工学院A
ＯＬＧＯ A
九州東芝エンジニアリングA
九州東芝エンジニアリングB
シーエイシー B
ゴードビジネスマシン

団体戦の部
団体優勝チーム：大銀コンピュータサービスＡ

※３位と４位は大会規定による

個人戦の部

順位

優　勝

準優勝

３　位

４　位

チーム名

Pinock ies

OISA混合

エイビス

総務委員会

平均

73.65

75.80

83.25

86.55 

順位

優　勝

準優勝

３　位

氏名

塩地　貴

山崎　悟

鶴田　尚之

NET

72.0

72.6

73.6

男子ハイゲーム賞

女子ハイゲーム賞

長野　信二 さん
（大銀コンピュータサービスA） 414点

291点甲斐　智美 さん
（インテック大分センター B）

フレッシュさん紹介　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。

新年例会
の

お知らせ

新年例会
の

お知らせ

日　時：平成24年1月25日（水）
　　　　15：30より（受付 15：00～）
場　所：トキハ会館　６階　さくらの間
　　　　大分市府内町２丁目１番４号
　　　　TEL097-538-3111

●新年挨拶 15：30より
●特別講演 16：00～17：30
　　講師：竹内　小代美 氏
　　演題：「イキイキと働くために」
●新年祝賀会（パーティー）
 17：30～

第17回 OISAボウリング大会開催
日　時 ： 平成23年8月24日㈬
場　所 ： ＯＢＳボウル

第17回　OISA親睦ゴルフ大会第17回　OISA親睦ゴルフ大会
日　時 ： 平成23年11月12日(土)　場　所 ： 大分中央ゴルフクラブ

株式会社アトムス
ソリューション営業部
後藤　圭祐
趣味：映画鑑賞
好きな言葉：日進月歩

　私は昨年4月に入社し、営業として
働いています。現在は診療所向けのレ
セプトコンピュータの販売を主に行っ
ています。
　入社当初は社会人になったこと、全
く未知の医療業界に関わることへの不
安に毎日悩んでいました。そのような
時に上司や先輩方から日々励ましてい
ただき、焦らずに自分に出来ることに
全力を尽くしていこうと考えるように
なりました。
　まだまだ未熟な私ですが、営業の仕
事にはとても充実感を感じています。
　営業になって初めてお客様から注文
をいただいた時、震えるほど嬉しかっ
たことは一生忘れられそうにありませ
ん。今はまだ先輩方の足を引っ張って
いますが、いつか会社を引っ張ってい
くような人間になることを目指して頑
張りたいと思います。

大銀コンピュータサービス株式会社
システム開発課
安藤　竜也
趣味：釣り
好きな言葉：継続は力なり

　平成23年４月に入社し、９ヵ月が経
ちました。
　新しい環境の中で仕事は初めての事
ばかりで、戸惑う事も多く不安でした
が、上司や先輩の方々の温かいご指導
のおかげで職場にも慣れ、現在では仕
事にやりがいを感じています。
　仕事はプログラマーとして銀行のシス
テムの開発業務を担当しています。技術
面だけでなく仕事を進める上で報告・連
絡・相談や人とのコミュニケーションが
重要であることを知りました。
　まだまだ分からないことが多く、失
敗して職場の方々に迷惑をかけること
もありますが、それらの経験を成長の
糧にして会社において必要不可欠な人
材になれるように頑張っていきたいと
思います。

IVY総合技術工学院
教務部
鈴木　啓市
趣味：散歩、映画鑑賞
好きな言葉：継続は力なり

　私は昨年の3月にIVYを卒業し、4月
より同校の教員として働いています。
今年は何をするのも初めての連続でと
ても新鮮な気持ちでいられました。始
めは学生から教員という立場の変化や
生活の変化に戸惑いもありましたが、
先輩方に助けていただきながら９カ月
が過ぎました。その中で、学生が毎日
目標に向かって真剣に取り組む姿を見
て、こちらも負けてはならないと身が
引き締まる思いをするなど様々な経験
ができました。
　これからも新鮮な気持ちを忘れず
に、より良い授業ができるよう様々な
ことにチャレンジしていき、多くの経
験をつんでいきたいです。まだまだ至
らないところはありますが、学生とと
もに自分自身も成長していき、同校を
盛り立てていけるように努力していき
たいと思います。
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