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 俳優・歌手
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表紙のことば（こどもとスポーツ）
フェンシングは、2人の選手が向か

い合い、片手に持った剣で互いの有
効面を攻防する競技。種目はフルー
レ、エペ、サーブルの3種目がある。使
用する剣の形状や、得点となる有効面、
優先権の有無などが種目ごとに異なる。
オリンピックでは、第1回アテネ大会
（1896年）で採用されて以来、各大会
において欠かすことなく実施
されている。

FUJITSUファミリ会会長
第一生命情報システム株式会社 佐藤 智

富士通株式会社 代表取締役社長 時田 隆仁

年頭のごあいさつ

あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、健やかに新春を
迎えられたことと思います。
2021年が皆様にとって、希望に満ちた素

晴らしい年となりますことを心よりお祈り
申し上げます。
昨年は新型コロナウイルスの感染拡大に
より、企業活動や集合イベント開催に自粛
や制限が求められる中、ファミリ会では自
席で参加できるオンラインセミナーの拡充
に努めてまいりました。4月以降、全国の会
員に向け約100回の映像配信を行い、6万名
余りの皆様にご視聴いただいております。
加えて秋季大会も、史上初めて完全オンラ
インで開催し2日間で延べ1万名以上の皆
様にご視聴いただきました。
また広報活動として、視聴数の多かった
オンラインセミナーや、各種情報の動画を
掲載しているサイト「FAMILY ONLINE」
をオープンし、ファミリ会活動の啓蒙に努
めております。

新年おめでとうございます。日頃よりご
高配を賜り厚く御礼申し上げます。新しい
年が皆様にとってより良い一年となります
ことを、心より祈念いたします。
2020年は、私たち人類にとって試練と挑

戦の年となりました。ファミリ会の皆様と
も思うように交流を行えなかったことを大
変残念に感じております。一方、オンライ
ンイベントにはこれまで以上に多くの方の
ご参加を賜り、特に秋季大会は2日間で1万
人を超える皆様にご参加いただきました。
心より御礼申し上げます。
昨今、企業の社会課題解決への貢献が問
われています。富士通は、社会における役
割と責任を果たすべく、自身の存在意義、
パーパスを「イノベーションによって社会
に信頼をもたらし、世界をより持続可能に

2021年のファミリ会はWithコロナ時代
におけるニューノーマルに対応した活動を
志向していきたいと考えております。リ
モートワーク支援やオンラインを活用した
会員相互の情報交流、デジタル技術の活用
として、デジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）による既存事業の効率化や業務プ
ロセスの改善といった会員ニーズの高い
テーマへの取り組みを通して、新たなファ
ミリ会活動への変革を図りたいと思いま
す。 
私が会長に就任して以来申し上げている
のは「ファミリ会をぜひ、使い倒していた
だきたい」ということです。
会員の皆様には、これまで以上にファミ
リ会の場を大いにご活用いただき、ご自身
にとってお役立ていただける何かをぜひと
も吸収していただきたいと思います。
2021年も変わらぬご支援、ご協力をいた

だきますよう、どうぞよろしくお願い申し
上げます。

していくこと」と定めました。これに伴い、
富士通グループの原理原則であるFujitsu 
Wayを改訂しました。「挑戦」「信頼」「共感」
の3つの価値観を大切にしながら、行動規
範に基づく倫理的な判断と行動を行ってま
いります。
富士通は、パーパスに沿った企業活動を
行うパーパスドリブンと、データに基づき
経営判断を行うデータドリブンの両輪で駆
動する会社となり、社会に持続的に価値を
提供するサステナビリティ経営を行ってま
いります。
2021年は、ファミリ会の皆様とさらなる

連携を図り、お客様や社会のサステナブル
な成長に共に貢献していく所存です。引き
続き、ご指導、ご鞭撻を賜りたく、よろしく
お願い申し上げます。
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体に響く太鼓の音と、神秘的な「なまはげ」による
演舞は、オンライン画面からも十分に迫力が伝わ
り、臨場感を感じることができました

オープニングイベント 男鹿市在住の有志で設立した和太鼓団体、
なまはげ太鼓「恩

おん

荷
が

」による「五風なまはげ太鼓ライブ」

東北放送
安東 理紗氏

司  会

2020年度秋季大会のテーマは「コロナ時代、自然災害
から命を守る」。東日本大震災から10年目、阪神淡路大震
災から25年、そして熊本地震から5年目。そんな節目の年
を機に今一度、災害復興に目を向けるきっかけとなるイ
ベントと位置付けました。
今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら「完全オンライン形式」にて、宮城県仙台市にある仙台
国際センターから無観客で配信されました。秋季大会と
して、初の試みである「完全オンライン形式」では、パソ
コンやスマートフォンから視聴されている会員の皆様の
ご意見を、リアルタイムで共有できるよう、ライブ配信
画面上に「ご意見・ご感想フォーム」を設置。入力いただ
いたご意見を、そのまま反映できるような仕掛けが用意
されました。

■オープニングイベント
冒頭のオープニングイベントでは、ユネスコ文化遺産
に登録された秋田県男鹿半島の郷土芸能「男鹿のなまは
げ」を配信。「なまはげ」は大晦日の夜に現れ、集落の家々
に上がり厄を払ってまわる神様。男鹿市在住の有志で設
立した和太鼓団体、なまはげ太鼓「恩

おん

荷
が

」による「五風な
まはげ太鼓ライブ」が披露されました。体に響く太鼓の
音と、「なまはげ」による演舞は、オンライン画面からも

十分に迫力が伝わり、臨場感を感じることができまし
た。

■東北支部紹介企画
講演の合間には、東北支部幹事の皆様による「サイコロ
企画」を実施。各地域のお祭りを紹介すると共に、視聴者
限定プレゼントに必要なキーワードの発表を行いました。

■佐藤会長あいさつ
2011年以来９年ぶりの開催となります仙台での秋季
大会。コロナ禍を受け開催方式に関して協議を重ねた結
果、会員の皆様の健康と安全を考慮し、誠に残念ではご
ざいますが、東北に集合することを断念し、大会史上初
めてオンライン形式での大会開催を決定いたしました。
ファミリ会では、東日本大震災以降、災害復興支援を継
続して行っており、本大会は震災を風化させないことに加
え、私たちにとって今最も心配な新型コロナウイルス対策
を取り上げました。１日目は、災害復興と新型コロナウイル
ス感染症対策危機管理に関連するプログラム、2日目は階
層別セミナー、研修中心のプログラムとし、2日間で計24
テーマの講演とセミナーをご用意いたしました。
ファミリ会ではコロナ禍への対応として、4月から定
例セミナーのオンライン化を開始しており、現時点で約

※こちらの画像は、オンライン画面からの切り取り画像となります
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富士ソフト株式会社　戸田 智憲氏

LS研究委員会2019年度研究分科会入賞グループの研究成果発表
「AI に適する課題と適さない課題の見分け方に関する研究」

LS研究委員会

株式会社気仙沼ニッティング　代表取締役　御手洗 瑞子氏

「気仙沼ニッティング物語」
―これまでの取組みとコロナ禍での思い―

講演2

東北医科薬科大学　感染症学　特任教授　賀来 満夫氏
「ワンヘルス（One Health）の時代と感染症」

講演3

東北大学災害科学国際研究所　所長　今村 文彦氏

「21世紀巨大災害の時代を生きる
－レジリエンス社会を目指して」

講演1

ジャーナリスト　池上 彰氏

「Withコロナで社会がどう変わり、
DXがどう関わるのか」

講演4

伊達政宗研究家　元仙台市博物館館長　佐藤 憲一氏

「伊達政宗と仙台」
―国づくりに懸けた夢―

教　養

50プログラムを配信し、延べ2万名を超える会員の皆様
にご参加いただいております。さらに、本部および支部
で視聴数の多かったオンラインメニューをまとめて閲覧
できるサイト「FAMILY ONLINE」もオープンし、会員
の皆様の参加機会を増やすように努めております。今後
はオンラインサロンなど、双方向コミュニケーションに
重点を置いた交流の場も計画しております。引き続き、
会員の皆様にお役に立ていただけるメニューを配信して
まいりますので、皆様が事業推進を行っていく際のご参
考、また人材育成プログラムの一つとしてご活用いただ
ければ幸いです。
ファミリ会会長として、皆様にお伝えしたいのは、ファ
ミリ会をぜひ使い倒していただきたいということです。
ファミリ会は皆様のためのユーザー会です。ファミリ会
の存在意義を理解して積極的に参加し、お役立ていただ
ける何かを、ぜひとも吸収していただきたいと思っており
ます。特に、DXはこれまでの経験がものを言わない世界
です。ファミリ会活動を通して、新しい発想や知識を身に
付け、それを持ち帰り社内に伝播する役割を果たす人材

の育成を担えるファミリ会でありたいと考えております。

■時田社長あいさつ
新型コロナウイルス感染症の拡大により、様々なイベン
トが自粛を迫られる中、1964年の設立以来、初めてオンライ
ン形式で開催されることを決断され、本日開会を迎えられ
ましたこと富士通を代表してお祝い申し上げます。
東北での秋季大会は2011年の仙台大会以来とのことで、
前回は東日本大震災の復興の中、東北地方を元気付けたい
との熱い想いによって、1,231名もの方にご参加いただき大
盛況に終わられたと伺っております。今回も想いを持って
開催に向けてご尽力されてきた皆様に深く敬意を表します。
富士通は、ニューノーマルの時代において、お客様と
共に想像力を発揮し、新しいビジネスの姿を再構想する
「Reimagine（リイマジン）」に取り組んでおります。私た
ち富士通自身がDXを実践し、その成果をソリューショ
ンとして提供することで、多くのお客様のDXの実現に
貢献してまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお
願いいたします。

地域が潜在的に持つ特徴を活かして、その地域が自立している事業を
上手に実現していると感じた。特に地域に根付いている技術を、地域
に埋もれていた労働力を活かしてお互いが幸せな形で自立した事業を
実現できていることに魅力を感じた。また、編み手がニット作成を楽し
んでいる雰囲気とオーナーが地域で愛されている様子が感じられ温
かい気持ちにさせられた。

広い意味でワンヘルス。人間だけではなくヒト、動物、環境を考える
必要があるという話や、新型コロナウイルス感染症予防のポイントと
して、「マスク着用、3密の回避」が重要だと説明がありました。すべ
ての人が罹患する可能性があり「個人を守り、周りの人を守るために
できること」を考えた行動が大切だと改めて認識しました。

日常生活では忘れがちな災害対策の大切さを改めて認識できまし
た。またAIを活用した研究や実証実験など素晴らしいと思います。
コロナ禍での災害避難について、具体的シミュレーションで危機に
備える必要性を感じました。人は「事前の備え以上のことはできな
い」を記憶にとどめ、可能な限りの準備を実施したいと思います。

世界情勢に造詣が深い池上さんの講演でした。感染症拡大が歴史
的に見て、時代や制度の大きな変化に関係していたことに気付かさ
れ、改めて世界史に興味を持った一方、今、現実に起きている社会
の変化に対応するため、古い慣習の見直しやDXの推進などを考え
ていきたいと感じました。

伊達政宗は、バランスの取れた武将であった。新田開発を進め、
「買米制」で買い上げた米を江戸へ廻送して売り払い、大きな利
益を得て財政を潤せ、時の権力者に敵意のないことを示すため仙
台城の天守閣の建造を遠慮し、俗に「千畳敷」ともいわれる広大な
「大広間」が造られた。支倉常長の慶長遣欧使節団により国際化
を目指した。

ディープラーニングを使って業務課題が解決できるかどうかを判断
するためのツールを開発・評価するという内容でしたが、その範囲
にとどまらず実証実験まで行っている点が素晴らしいと思いまし
た。また、難しい内容をわかりやすい言葉に置き換えてプレゼン
テーションされており、とても理解しやすかったです。

©吉田和本

講演視聴者の声
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2020年度FUJITSUファミリ会 秋季大会：仙台

大会旗リレー

オンライン画面上で、東北支部小野木支部長から、大会旗が佐藤会長に返還され、関西支部有司支部長へ託されました

（画像左）気仙沼ニッティング「カシミヤマフラー」：色鮮やかさが特徴の手
編みのマフラーは、編み目、一目一目にたっぷり空気が含まれとても暖かい
（画像右）東北カタログギフト：季節の日本酒、漁師直送のサザエ、鶏しゃぶ
セットなど東北のおいしいものが選べるカタログギフト。ワイングラスでおい
しい日本酒アワード2012、2013、2014スパークリングSAKE部門史上初3年
連続最高金賞を受賞したお酒、一ノ蔵の「すず音」も

東北支部幹事の皆様による「サイコロ企画」を実施。各地域のお祭りを紹介すると共に、視聴者限定プレゼントに必要なキーワード
の発表を行いました

■東北支部 小野木支部長あいさつ

今年の秋季大会は初めてのオンライン形式での開催と
なりましたが、全国からたくさんの会員の皆様にご参加
をいただき誠にありがとうございます。心より御礼申し
上げます。
今年は、東日本大震災から10年目、熊本地震から5年目、
そして阪神淡路大震災から丸25年という節目の年にあ
たります。東北支部は東日本大震災で全国の皆様からい
ただいたご支援への感謝の意を込めて、復興の現状をた
くさんの皆様にご覧いただこうと当初の予定を1年前倒
して秋季大会の開催をお願いしました。
復興の今の姿、そして防災・減災への取り組みをたく
さんの皆様に見ていただこうと、支部をあげて企画を練
り上げてまいりました。そこに新型コロナウイルスが襲
い掛かってきたわけでございます。今回のテーマは、こ

こ東北の地で開催してこそ意義があると考えておりまし
た。
何とか、当地で開催できないかと本部とギリギリの検
討を重ねてまいりましたが、感染拡大防止の観点から、
断念せざるを得ませんでした。皆様にこの場においでい
ただけないのが大変残念です。しかし、新型コロナウイ
ルスに負けないためにも、中止ということではなくオン
ライン形式での開催にこぎつけることができました。
講演には、震災復興、防災・減災のほかに、コロナ時代
をどう生きるか？という新しいテーマも加えることがで
きました。生で聞いていただくことはできませんでした
が、さらに内容を充実させることができたものと自負し
ております。
コロナが収束して、以前のように自由に行き来ができ
るようになりましたら、ぜひ東北の地に足をお運びいた
だきますよう心からお願い申し上げます。

視聴者プレゼント企画

サイコロ企画

※こちらの画像は、オンライン画面からの切り取り画像となります
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LS研究委員会
研究分科会／短期研究分科会

LS研究委員会では、2021年度研究分科会／短期研究
分科会の参加者募集をいたします。
LS研究委員会のスローガン「Challenging Innovation」
の基、時代に即した、研究分科会20テーマ、短期研究分
科会3テーマを用意しました。
多数のお申し込みをお待ちしております。

 2021年度活動 参加者募集中

カテゴリ No. 研究分科会テーマ

ICT 戦略／
人材育成

1 テレワークにおけるコミュニケーションを中心とした働き方の研究
2 ニューノーマルにおける人材育成に関する研究
3 Withコロナ、Afterコロナの新たな企業活動形態における情報システム部門の役割に関する研究
4 新型コロナウイルスや各種災害といった突発事象に対応するBCP*1の研究
5 OSS の法的、倫理的課題対応に関する研究
6 映画のCGのように ITを業務に適用することによる、低価格、高速なシステムの研究

技術／技法

7 全社規模のデータ活用を継続的に運用するDataOps*2 の研究
8 データマネジメント基盤構築のための技法の研究
9 従来システムへのMSA*3 導入に向けた移行技法の研究
10 ゼロトラスト*4 における企業セキュリティの在り方に関する研究
11 次世代ワイヤレス技術の適用に関する研究
12 ハイブリッド/マルチクラウドに向けたシステム構成の設計と選択指針に関する研究

管理／運用

13 テレワークにおけるシステム運用業務のあり方の研究
14 テレワーク主体の業務における情報セキュリティ監査のあり方に関する研究
15 外部アクセス増大に向けた運用システムの予兆検知に関する研究
16 システム運用の効率化や自動化の加速を目的としたChatOps*5 活用の研究
17 ネットワーク・セキュリティの運用自動化における適用指標と効果測定に関する研究
18 クラウド活用を前提とした運用保守の在り方に関する研究

新分野 19 SDGs*6 経営を見据えた ICTの活用に関する研究
20 オープンイノベーション *7 の推進に向けたアプローチに関する研究

（上記テーマ名は変更される可能性があります。正式なご案内をご覧ください）

No. 短期研究分科会テーマ
1 機械翻訳の実力に関する調査研究
2 プロセスマイニング技術による現行業務やシステムの可視化技法に関する研究
3 サイバー脅威インテリジェンス *8 の収集と活用方法に関する研究

（上記のテーマ名は変更される可能性があります。正式なご案内をご覧ください）

過去の研究成果は▶ https://jp.fujitsu.com/family/lsken/activity/work-group/ 　研究分科会タブの「過去の活動内容」をご覧ください。

過去の研究成果は▶ 
https://jp.fujitsu.com/family/lsken/
activity/work-group/ 
短期研究分科会タブの「過去の活動内容」を
ご覧ください。

研究分科会
4月から翌年3月まで1年間

原則月1回実施

短期研究分科会
5月から10月まで半年間
　原則月1回実施

　タイムリーで実践的､先進的なテーマに対し､市場動向の調査や企業の取り組
み状況などの情報を共有します｡参加メンバーによる意見交換､調査､検討に重
点を置き､調査報告書をまとめたあと､成果報告会にて活動結果を発表します｡
１年間の研究分科会と同様に､富士通グループよりテクニカルアドバイザーが活
動をサポートします。

　「先進的ICT適用」や
「情報システム部門が抱
える課題解決」などにつ
いて、問題意識を持った
メンバーが集まり、Give & 
Takeの精神で共同研究
を行い、成果を創出し、
実ビジネスに活かすヒン
トを得る活動です。1年
間の研究活動を通じ、今
後の情報システム部門を
担う人材育成および異業
種・異文化間のネットワ
ーキングも目的としてい
ます。

*1: 災害等でも事業を継続できる方策を記述した計画書（Business Continuity Plan）　*2: 膨大なデータを素早く整理し、分析の効率を高めるための手法の
一つ。　*3: 機能（プロセス）やデータを独立配置可能な単位（サービス）に分割し、連携動作させる仕組み。　*4:「何も信頼しない」を前提に対策を講じる
セキュリティのこと。 *5: チャットサービスをベースとして、システム運用を行う。　*6:2015年9月国連で開かれたサミットで決められた、国際社会共通の目
標（持続可能な開発目標）　*7: 自社以外の組織や機関などが持つ知識や技術を取り込んで自前主義からの脱却を図ること。

*8: サイバー攻撃に関する情報を集約・蓄積し、分析することでセキュリティ対策に活かす取り組みのこと。

※今年度は郵送で2021度参加者募集のご案内は行っておりません。募集の詳細は以下をご参照ください。
　研究分科会▶ https://jp.fujitsu.com/family/lsken/activity/work-group/21/entry/
　短期研究分科会▶ https://jp.fujitsu.com/family/lsken/activity/s-work-group/21/entry/
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　LS研セミナーは、先進的なシステム・ビジネスの事例紹介を中心に、情報システムの企画／運用やICT戦略に
ついての情報交換を行う場です。今年度はオンライン開催となりましたが、多くの方にご参加いただきました。
　ダイバーシティフォーラムは、ダイバーシティの観点で他社の事例や参加者の悩みや関心のあるテーマを取り上
げ、参加者同士で対話し働き方や価値観と多様性を考える場です。

2020年度活動報告とご案内

LS 研究委員会

ダイバーシティフォーラム
FUJITSUファミリ会関東支部と共催イベント

年１回実施

【 2020年開催のテーマ 】
「多様性を体感し、ダイバーシティ・マインドを身

に付けよう!!」
於：東京

参加者コメント

　多様な人材の活用によって、企業の競争力を高
めようというダイバーシティ（多様性）の動きが進
んでいます。
　本フォーラムでは、年齢、性別、人種などの違い
だけでなく、文化や、キャリア、考え方なども含め、
違いを理解、受容するマインドを醸成し、企業内
での働き方に活かすことを目的としています。そ
のような観点で他社の事例紹介や参加者の悩み・
関心のあるテーマを取り上げ、グループワーク形
式で年に一度開催しています。
　次回は2021年2月19日（金）に開催予定です。

●  職場も本セミナーのような、肯定的で活気あ
る雰囲気ならどんなに良いか、と帰ってため
息が出るほど、セミナーは充実していた

●  通常の座学とは異なり、経験を通して考える
点は良かった

●  知らなかったこと、再認識したこと、状況に
合わせた対応方法のヒントなど得るものが
多かった

●  大変興味深い内容であり、組織で活躍する
人に必要な知識、スキルを半日で習得でき
る素晴らしいセミナー

LS 研セミナー
ICT部門の部長～リーダー層向けイベント

年3回実施

【 第2回：テーマ 】
「DX推進に向けた攻めのIT戦略と施策」

オンライン開催

　お客様や富士通の事例紹介を中心に最新の情報
提供を行う「LS研セミナー」。
　第1回は7月30日にオンラインにて「DXに備え
るレガシー刷新」をテーマで開催しました。
　第2回は、12月1日にオンラインにて上記テーマ
で開催しました。DXへの取り組み経験談など 「攻
めのIT戦略」の手がかりとなる事例を基に、デジ
タル時代の考え方、DX推進に向けて取るべき戦
略を先駆者から発表いただききました。そして、
2020年度LS研情報化調査の結果報告を行いまし
た。
　第3回は2021年2月下旬に開催予定です。

●  業務につながる知見を得られた。また、オ
ンライン開催だったが、スムーズに進行し
ていて聞きやすかった

●  既存システムをDX時代にどう活かすかの
ヒントがあった

●  まさに時流に即したテーマであり内容であった
●  いつも先取りするような内容であった
●  DX動向について社内関係者へ情報展開
ができた

参加者コメント
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　LS研ICT白書は、LS研究委員会の会員企業におけるICTの活用の
現状と今後を把握することを目的に調査した報告書です。
　Give & Takeの精神に則り、調査にご協力いただいた会員のみに
配布をしております。2020年度も多くの会員の方々にご回答いただ
きました。ご協力に感謝申し上げます。

LS研ICT白書
会員企業における
ICT活用に関する調査

情報化調査

今年度のICT白書では、例年の情報システム部門の定点観測に加え、
「DX人材の確保と育成」と「COVID-19対策」の2テーマを取り上げた調査を実施しました。

• 情報システム部門の課題は、3年連続で「人材の確保」、
「新技術に対する知識向上」、「経営的な観点からリー
ダーシップを取れる人材の育成」がトップ3となり、引
き続き、人材・スキルに関する課題が重要視されている。
• 人材・スキルの中でも重要度が高く、習熟度が不十
分と認識されているのは、「システム企画・立案」、「業
務分析・要件定義」、「プロジェクトマネジメント」、
「提案力強化」、「ICT（投資）戦略策定」など、企画・提
案・戦略に関するものが多い。
• 製造業（素材・加工組立・生活関連）にフォーカスし
て見ると、「経営的な観点からリーダーシップを取
れる人材の育成」や「経営戦略と直結した情報戦略
の立案」など、経営に直結した課題が全体と比較し
て多く挙げられている。
• 非製造業（卸売・小売・金融・サービスなど）にフォー
カスして見ると、「プロジェクトマネジメント力の
強化」や「短納期、低コストの条件下における、開発
生産性の向上」など、プロジェクトを円滑に運営す
る際の課題が全体と比較してやや多い。

• DX推進において、会員組織は「デジタルプロセス」
と「デジタルテクノロジー」の主体的な役割を担っ
ていることが多く、今後も増加傾向にある。
•  「デジタル戦略」、「ビジネスデザイン」の役割も、今
後は主体的な役割に変わっていく場合が増え、DX
推進を多角的に担っていくと考えられる。
•  一方、「デジタルプロセス」と「デジタルテクノロジ
ー」を含むすべての役割で「人材が不足」との回答が
7割を超えており、DX推進に向けた人材の確保と育
成が急務となっている。

図表1. 情報システム部門の課題（有効回答:119会員）

情報システム部門の課題

DX人材の確保と育成

本調査においては、DX人材を下記のように定義した。

• デジタル戦略　
　デジタル変革を実現する戦略立案と遂行のための組織作りを担う人材
• ビジネスデザイン
　イノベーティブに新しいビジネスやサービスをデザインする人材
• デジタルプロセス
　動くサービス（システム）を素早く作り、継続的に改善する人材
• デジタルテクノロジー
　AI、IoT、Analytics等のデジタルテクノロジーをサービスに適用
　する人材

人材の確保

経営的な観点からリーダー
シップを取れる人材の育成

経営戦略と直結した
情報戦略の立案

キャリアパスの構築

業務内容の理解

企画・提案力、プレゼン
テーション力の強化

各担当者間のコミュニケーション
強化による共通認識の徹底

新技術に対する知識向上

業務改革への取り組み

社内ローテーションの推進

短納期、低コストの条件下に
おける、開発生産性の向上

プロジェクト
マネジメント力の強化

ICTサービスの品質向上

災害時などの事業継続性
実現に向けた取り組み強化

利用部門に対する
サポートの強化

情報子会社の位置付け、
役割の明確化
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電子化

•  COVID-19対策により、テレワークを前提とした働き方
の見直しと、それを支える環境の整備が急速に進んだ。
特に、4月の緊急事態宣言の発出前後に、「PC/モバイル
デバイスの追加購入」、「Web会議システムの導入・対象
拡大」、「テレワーク制度の導入・対象拡大」、「在宅デスク
ワーク環境の整備（金銭的支援を含む）」が緊急対策とし
て実施された。多くの会員はテレワーク体制に大きく舵
を切ることとなり、1か月余りで順応した。
• 緊急事態宣言の解除後は、「ニューノーマル」なビジネ
ス環境作りの検討がなされ、従来からあった課題がク

ローズアップされるようになった。特に、「電子化・決
裁」、「ネットワーク・セキュリティ環境」、テレワーク
に伴う「ルールや制度の整備、評価方法、コミュニケー
ション」の改善が求められている。
• これらの課題は、今後の可能性の裏返しでもあり、
COVID-19対策をきっかけとした「電子化の推進」、「社
内ルールやプロセスの明確化」、「情報の入手と発信の効
率化」による業務効率化、「テレワーク環境の整備」、「時
間や場所にとらわれない働き方」による働き方改革が加
速すると考えられる。

LS 研究委員会

図表3. COVID-19対策から見えてきた課題（有効回答:91会員）

図表2. DX推進における組織の役割の現状と今後（有効回答:115会員）

COVID-19対策

A：デジタル戦略 現状

C：デジタルプロセス 現状

今後

今後

B：ビジネスデザイン 現状

D：デジタルテクノロジー 現状

今後

今後
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ファイル

拡大

社外
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仕組み
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ネットワーク環境
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社員間のコミュニ
ケーションの希薄化

セキュリティ

情報セキュリティ
ルールの変更・
対策強化が必要

負荷VDI利用によりネットワークが
制限され、ネットワークに負荷
の集中する接続ができない

印鑑

紙文化、印鑑文化が依然として
幅を利かせていたため、電子化
の遅れが如実に表れた

社外文書の電子化
推進、電子決裁の
仕組み作り

FAX業務廃止、社内外文書
の電子化推進、電子決裁の
仕組み作り

在宅勤務の拡大に
伴う評価のあり方

ハンコ文化
による出社

在宅勤務

生産 評価
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■a.実施主体　■b.検討メンバー　■c.オブザーバー　■d.特にない

※吹き出し内のコメントは、
　アンケート回答原文のまま
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1960年5月に
チリ地震津波を経験
チリ地震津波を経験したのは小
学生の頃で、遠い南米で起こった地
震による津波が、太平洋をまたいで
日本にまで押し寄せてきたことに、
驚きと同時に恐怖を感じました。
津波が来たのは明け方のことで、
急なサイレンに起こされ、避難指示
のアナウンスに慌てて裏山に逃げ
ました。そこから女川湾を見下ろし
ていると、湾内の海底が見えるほど
波が引いたあと、ゆっくりと波が押
し寄せて来ました。波を背にしなが
ら高台に逃げてくる人々の姿が、今
も目に焼き付いています。
リアス式海岸は入江が細くなっ
ている分、津波が高くなりやすい
ので、この地域の人たちはみんな
「地震があったら津波がくる」と
常に意識しています。俺もこの時
の経験から「地震＝津波」を意識
するようになって、その後も地震
で津波警報が出るたびに荷物を二
階に運んだりして、いわば女川時
代は津波や地震と共存してきたと
いう印象ですね。

故郷・女川町で
過ごした日々

俺が生まれ育った女川町は、三
陸地方の「リアス式海岸」と呼ば
れる地形を利用した漁港で、人口
1万人くらいの町なのに飲み屋は
200軒ほどもある、活気あふれる
港町でした。
誰がどうしたとか、すぐに知ら

れる小さな町で、俺は授業中でも
バカやって怒られたり、悪い意味
で目立つ存在だったので、周りか
ら「おだずもっこ」と呼ばれてい
ました。標準語でいえば「ひょう
きん者」ですね。中学生くらいか
ら身長が伸び始めて、高校までバ
スケに明け暮れる毎日でしたが、
今、振り返ってみれば周りは男
ばっかり。そんな地元の仲間たち
とは、高校を卒業して東京の大学
に進学してからも、役者デビュー
してからも、変わらぬ付き合いが
続いています。

そして2011年3月、
東日本大震災

あの時、俺は都内でドラマの撮
影中でしたが、経験したことがな
いほど大きな揺れを感じました。
ニュースを見ると、震源地は三陸
沖で、女川町と同じくらいの緯度
だとわかって、すぐに「これは津
波が来るんじゃないか」と不安に
思いました。
最初に津波の映像を見た時に
は、言葉にならなかったですね。
子供の時に見たチリ地震津波も怖
かったですが、その時とは比べも
のにならない規模で、どれだけの
被害かもすぐにはわからないほど
でした。
数日、数週間と経つ内に少しず
つ状況がわかってくると、親戚や
親しい人の被害も伝わってきまし
た。身近な人たちがいきなりいな
くなるというのは、あまりに突然
で「えっ」っと言うしかなくて、地
元に電話をかけようにも、なんて
言っていいかわからなかったです
ね。

チャリティ活動を開始し、
幾度となく被災地を訪問
震災後、被災地のために何かで

俳優・歌手

中村 雅俊 氏　

1951年宮城県牡鹿郡女川町生まれ。1973年の慶應義塾
大学在学中、文学座附属演劇研究所に入所。1974年に
NTV「われら青春！」の主役に抜擢され俳優デビュー。挿
入歌「ふれあい」で歌手としてもデビューし、売上げが100
万枚を超える。今までに連続ドラマ34本を含め、主演作品
は100本以上。歌手としてもコンスタントに曲を発表し、
現在シングル55枚、アルバム41枚をリリース。デビューか
ら毎年行う全国コンサートも1,500回を超えている。

Profi le

FUJITSUファミリ会
2020年度秋季大会　教養セミナー

故郷 東北復興への想い

※こちらの画像は、オンライン画面からの切り取り画像となります
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講演録きないか考えていると、香港で行
われたチャリティイベントへの出
演依頼がありました。ジャッキー・
チェンさんの呼びかけで、アジア
各地からスターが集まって義援金
を募るというイベントで、俺も現
地で人気の「俺たちの旅」の主題
歌を歌わせてもらいました。震災
から1か月も経たない4月1日に、
香港の放送局すべてが放送してく
れて、香港の人たちの気持ちがす
ごくありがたかったですね。
実際に女川町を訪れたのは4月

14日で、夜中にワゴン車をレンタ
ルして、支援物資を詰め込めるだ
け積んで出発しました。故郷の姿
は想像を絶するもので、自分の覚
えていた景色が一変していて、本
当に瓦礫だけ。実家の場所すらわ
からなくて、本当に破格の津波
だったんだなと実感しました。
高台から瓦礫まみれの町を見下

ろしたら、「こんなに小っちゃな
町だったのか」と驚きもしました
が、地元の友人たちに会ってみる
と、意外なほど元気なんですね。
人間って、あまりに辛い経験をす
ると、かえって「頑張らなきゃ」と
思うんですかね。あれから10年間、
その気持ちを持ち続けて頑張って
いる彼らの姿を見ると、頭が下が
る思いです。
俺も自分にできるだけのことは

しようと、義援金を募って女川町
にトレーラーハウスを寄贈した
り、地元のスポーツ少年団に寄付
したりと、様々な取り組みをして
きましたが、中でも強く感じたの
が「歌のチカラ」でした。

歌を歌うことで
故郷の復興を後押し
被災した人たちって、明るくふ

るまっていても、どこかに悲しみ
があるんです。せめて歌を聞いて
いる瞬間だけでも、悲しみを忘れ

てもらえないだろうか。そんな思
いから、被災者が集まる場所を探
しては、ギターを持って行って歌
うようになりました。
俺が20歳の頃に作った「私の町」
という歌があるんですが、それを
聞いた人たちが、気が付くと涙し
ていて。それはきっと、俺の拙い
歌から、今はもうない女川の景色
を思い出してくれているんだろう
と思うんです。こんな歌で、こん
なにも涙してくれるのかって、俺
自身が泣きそうになって、「歌の
チカラ」ってすごいなと改めて感
じました。
歌といえば、宮藤官九郎さんと

「予定～宮城に帰ったら～」とい
う復興チャリティソングを歌った
ことも忘れられません。歌の最後
に、アドリブで「オナガワ～！」と
か東北の町の名を叫んだ時は、こ
み上げてくるものがありました
ね。
女川町に近い東松島市から校歌
の依頼もありました。被災した2
つの小学校を統合して新設される
小学校に、新たな校歌を作りたい
と。そのお披露目会で、俺が作っ
た新しい校歌を歌ったあと、お返
しにと今度は子供たちが校歌を
歌ってくれたんです。低学年の子
たちだとメロディーも拙いんだけ
ど、懸命に歌っている姿にジーン
ときちゃいましたね。

復興する被災地を
伝え続ける

東日本大震災から10年経ちます
が、その間にもいろんな自然災害
が起きていますから、人々の記憶
から薄れてしまうのは仕方がない
ことです。とはいえ、東北の復興
はまだ道半ばなので、地元の人間
としては、できるだけ多くの人に
知ってもらいたい。だから俺もメ
ディアに出る機会があれば、震災

のことを語るようにしています。
中でも、BS朝日の番組で被災地
の現状をリポートさせてもらった
のは、良い経験になりました。こ
の番組を通じて、地域によって復
興のスピードに格差が生まれてい
ることや、建物や道路を元通りに
しても人々が帰ってこないと意味
がないということなど、いろいろ
なことを気付かされました。
実際、女川町では人口の約1割が
亡くなったうえに、働く場所を求
めて別の土地に移動した人も多く、
そちらに定着したまま戻ってこな
い人も少なくありません。地元に
残っていても、周囲に親しい人た
ちがいなくて孤独に苦しんでいる
人もいます。町の外観を整備する
だけじゃなく、そこに住む人たち
がいて、その人たちが幸せを実感
できていて、初めて本当の復興に
なるんじゃないかと思っています。

常に前を向いて
困難に立ち向かう

被災地に対して自分に何ができ
るか、今も考え続けていますが、
年齢と共に体力だけじゃなく気力
も衰えていて、どうしても弱気に
なりがちなんです。それでも、め
げない気持ち、困難と戦う気持ち
を持ち続けることが大切だと思う
んです。
人ってよく「幸せ」と口にしま
すが、幸せってカタチのあるもの
ではないし、ただ漠然と待ってい
るだけの人生では、たぶん幸せに
はなれないと思うんです。自分で
目的や目標を設定して、それを達
成するために苦労を乗り越えてい
く。その先に幸せというものが見
えてくるような気がします。震災
からの復興も同様だと思うので、
これからも女川町や東北の復興に
向けて、自分にできることを探し
ていきたいですね。

故郷 東北復興への想い
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い、これはデマだ」と気付けるはず
です。こうした知識の運用力こそ
が“教養”だといえるでしょう。

感染症の拡大を
世界史的な観点で捉える
未知の感染症が拡大した時、か
つて感染症によって世界がどう変
わってきたか、世界史的な観点で
見ることが重要です。
例えば14世紀、ヨーロッパでペ
ストが広がり、人口の約3分の1が
亡くなりました。人手不足が深刻
になったことで、「農奴」と呼ばれ
搾取されていた農民の待遇改善が
進み、封建社会から資本主義社会
へと転換するきっかけとなりまし
た。また、ペストの被害が当時、絶
対的な力を持っていたカトリック
教会にも及んだことで、その権威
が揺らぎ、宗教革命やルネサンス
につながりました。
奈良時代の日本でも天然痘が流
行し、労働意欲を高めるためのイ
ンセンティブとして、農民が耕し
た土地の私有を認める「墾田永年

感染症にまつわるデマに
惑わされないために
2020年は新型コロナウイルスに

翻弄された一年でしたが、コロナ
に限らず、未知の感染症が広がっ
た際には、社会にデマが飛び交い
がちです。アメリカやイギリスで
は「5Gの電波によってコロナ感染
が拡大する」とのデマが広がり、
5Gの中継所が焼き討ちを受けま
した。信じられないような話です
が、日本でも明治中期にコレラが
流行した際、ちょうど全国に広が
りつつあった電話線を通じて感染
するとのデマが広がりました。決
して他人ごとではないのです。
この種のデマに惑わされないた

めには、ただ知識を得るだけでな
く、それらを有機的につなげる、い
わば“知識の運用力”が問われます。
例えば、「コロナの感染を防ぐには
36度のお湯を飲むと良い」との噂
がありましたが、「ウイルスは熱に
弱い」という知識に、「人間の平熱
は36度4～5分程度」という知識を
かけ合わせれば、「そんなはずはな

私財法」が生まれました。その結
果、私有化した農地を奪われない
ようガードマンを雇うようになり、
武士の誕生につながっていきます。
20世紀初頭には、アメリカで始
まったスペイン風邪の流行が、第
一次世界大戦への参戦によって
ヨーロッパ全土に拡大。敵味方を
問わず感染が広がり、戦闘継続が
困難になったことが戦争終結につ
ながりました。さらに戦後、調停
役となっていたアメリカのウィル
ソン大統領も感染したため、フラ
ンスがドイツに多額の賠償を要
求。その負担で疲弊したドイツで
ヒトラーが台頭し、第二次世界大
戦へとつながります。つまり、ス
ペイン風邪は第一次世界大戦を終
わらせると共に、第二次世界大戦
の遠因にもなったのです。

Withコロナ時代の
社会とは

過去にも何度となく感染症に
よって世界の歴史が動いたよう
に、現在、コロナによって社会が

Withコロナで社会がどう変わり、
DXがどう関わるのか？

ジャーナリスト

池上 彰 氏　

1950年 長野県松本市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。
1973年NHK入局。報道局記者を歴任し1994年から

「NHK週刊こどもニュース」初代お父さん役を11年間続け
たあと、番組降坂と同時に2005年にNHKを退職。在職中
から執筆活動を始め、現在は出版、講演会、放送など各メ
ディアにおいてフリーランスの立場で活動する。鋭い取材
力に基づいたわかりやすい解説に定評がある。

Profile

FUJITSUファミリ会
2020年度秋季大会　講演

※こちらの画像は、オンライン画面からの切り取り画像となります
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講演録大きく変わりつつあります。これ
からの社会について、「ポストコ
ロナ」「アフターコロナ」という言
い方もありますが、最近は「With
コロナ」という言い方が定着して
きました。これはコロナウイルス
と共存せざるを得ないという現実
を表しています。
コロナと共存するためには、治

療薬やワクチンの開発が不可欠で
すが、かつては開発に10年ほども
かかっていたものが、わずか半年
で完成に近づきつつあります。ま
た、ICTの普及によって、こうし
たリモートの講演会や、リモート
ワークを活用して、コロナと共存
しながら社会を動かすことができ
ています。その意味では、近年の
デジタル社会の進展によって、コ
ロナへの対応が何とか間に合った
といえるでしょう。
その一方で、コロナによって、

日本社会におけるICT化の遅れ
が浮き彫りにされました。例えば、
緊急事態宣言が出たあとも、在宅
勤務だけでは不十分で、わざわざ
ハンコをもらうために電車で出勤
しなければならない人が大勢いま
した。また、医療現場ではコロナ
感染を確認するために、紙の書類
を作成して保健所にFAXするこ
とが義務付けられていて、現場の
医師が悲鳴を上げて、ようやくオ
ンラインでの報告でOKとなりま
した。
これらは海外で皮肉交じりに報

道されたように、非常に残念であ
り、恥ずかしいことです。私たち
は、「日本はICTで世界のトップレ
ベルをいっている」と思い込んで
いましたが、実際はまだまだ遅れ
ていることを自覚すべきでしょう。

Withコロナ社会で
問われるDXの進展
それでも、ある程度はデジタル

化が進んでいたことで、私もいく
つかの大学でリモート授業とい
う形で講義を続けることができま
した。実際にやってみると、大教
室での講義と比べて、学生一人ひ
とりの反応を見ながら講義がで
きたり、学生がチャット機能を活
用して気軽に質問できるように
なったりと、より双方向な授業が
できるメリットに気付きました。
また、リモート講義を録画して
ネットに上げる学生が出たり、学
生の隣で親御さんが一緒に講義を
聞いたりするなど、講義がオープ
ンになったことで、教育内容のレ
ベルアップが進む可能性も出てき
ました。
こうした変化は教育現場だけで
はありません。テレビなどのメ
ディア、さらには行政なども含め、
幅広い分野でデジタル技術を駆使
した業務革新、すなわちデジタル
トランスフォーメーション（DX）
が進んでいます。
コロナ、そしてDXによって大
きく変わろうとする社会の重要な
キーワードが「アンコンタクト」
すなわち「非接触」です。ビジネス
の場でも、「密」にならないよう非
接触での仕事がどんどん増えてい
くでしょう。在宅勤務が広がるに
連れて、多くの人が「毎日、出社す
る必要はないんだ」と気付き始め
ています。一方で、「出勤すること
だけが仕事」というような人は居
場所がなくなってしまうわけで、
評価基準も含めて、組織のあり方
も大きく変わっていくはずです。
こうした社会が広がる中で、気
がかりなのが「ソーシャルディス
タンス」という言葉です。この表
現だと、社会的に隔離されるよう
なイメージがありますが、私たち
は社会的な存在であり、決して一
人で生きていくことはできませ
ん。社会的なつながりは保ちつつ、
物理的な距離、つまり「フィジカ

ルディスタンス」を空けることを
重視すべきでしょう。
Withコロナの社会では、物理的
には離れていても、人間的なつな
がりを必ず維持できるような技術
が、これまで以上に求められます。
そのための働き方はどうあるべき
か、そのための技術をどう開発し
ていくか、さらには、その技術を
どう運用すべきかが問われます。
そうした問いに答えることが、
DXの役割だといえるでしょう。

Withコロナ社会における
創造的休暇

Withコロナの社会で、私たちの
生き方、働き方が大きく変わって
きますが、これは悪いことばかり
ではありません。過去にも様々な
感染症によって世界が変化してき
ましたが、実は多くの新しい発見
も生まれています。
例えばイギリスでは、ペスト感
染が拡大するたびに、多くの人が
集まる劇場が閉鎖されました。『ロ
ミオとジュリエット』で知られる
シェイクスピアも仕事を失いまし
たが、その合間を活かして多くの
新作を生み出しています。物理学
者のニュートンも、大学がペスト
で休校になったために帰郷した際
に、故郷の庭でリンゴの実が落ち
るのを見て「万有引力の法則」を
発見したといわれています。
このように、本来の仕事ができ
なくなってしまった際に、新たに
生まれた時間を使って、新たなも
のを生み出すことを、「創造的休
暇」と呼んでいます。「2020年のコ
ロナ感染拡大を、人類はDX化に
よって乗り越え、社会を変えるよ
うな新しい価値を生み出した」と
未来の歴史書に書かれるために、
私たちは何をすべきか、これから
の課題として考えていこうではあ
りませんか。

Withコロナで社会がどう変わり
DXがどう関わるのか？
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化するのは難しい。ロケットの重量の最も多くを占めてい
るのは推進剤（燃料）です。地球は太陽系の中で最も大きな
岩石質の天体なので、ロケットが重力の呪縛を抜けて宇宙
空間に出るには大量のエネルギーが必要だからです。そこ
で「宇宙空間で推進剤として使えるものを調達しよう」と
いう研究が進められています。
例えば氷。氷が存在する天体はいくつか確認されている
ので、そこに立ち寄って採取した氷をどんどん揮発させれ
ば、推進剤として利用できます。地球から運ばなければな
らない燃料を大きく減らすことができ、宇宙での活動領域
が一気に広がります。燃料が無限にある移動体ができるよ
うなもの。片道燃料だけで宇宙へ飛べる時代が来るかもし
れません。

宇宙に興味を持つ人を増やしたい
宇宙には、地球に住んでいると考えられないようなもの
や現象があふれています。例えば太陽系には99％鉄ででき
ている小惑星がある。それだけでも驚きですが、その小惑
星を地球上に落とすことができれば、人類が産業革命以降
生み出してきた量の倍くらいの鉄が手に入ります。しかも
そのまま利用できる金属鉄で、プラチナなどの有用金属
もたくさん含まれています。宇宙には無限の資材が存在し
ているのですね。今後は「人類にとって有益なものは宇宙
空間のどこにあるのか」を把握する研究も進んでいくで
しょう。
宇宙研究はフロンティアです。わからないことだらけで
すから、やるべきことが無限にあります。だから面白いし、
これから宇宙の謎を解明しようとする若い世代の活躍が待
たれます。
若い世代を含めたすべての人たちに宇宙に興味を持って
もらいたい――そんな思いから、東京ドームシティ（東京
都文京区）にある「宇宙ミュージアムTeNQ」の中に、研究
室の分室を設けました。展示だけでなくガラス越しに研究
の様子を見学できるスタイルで、最先端の情報を発信して
います。宇宙が身近に感じられる空間に、ぜひ遊びに来て
ください。

惑星地質学の分野で今後どのような研究が進められてい
くのか、現段階での方向性をお話しましょう。
特に重要と考えられているのは、地球と火星の違いを解

明することです。これまでの多くの研究結果から、火星の
表面の環境は少なくとも過去30億年くらい前までは地球に
かなり似ていたと考えられています。ところが現在の火星
は凍結乾燥地獄と化し、表面温度はおおよそ－60℃、気圧
は地球の150分の1程度しかありません。なぜそのような厳
しい環境になっていったのか――その原因を明らかにする
ために、火星の探査が進められています。
第1回でもお話したように、地球には水や生き物が存在

し、植生もあるために変化が激しく、昔の情報はどんどん
失われてしまいます。しかし火星のような地表の保存状態
が良い天体を調べることで、地球がたどって来た歴史を知
ることができます。生命がなぜ地球に誕生したのか、ほか
の天体と比べて人間が生きるうえで地球はどう有利だった
のか。火星を調べて理解することは、地球についてもっと
よく知ることにもつながっていくのです。
そのためにリモートセンシングによる天体の画像撮影や

分析が行われていますが、より高い解像度で明らかにして
いかないと、地球環境の安定した議論はできないことがわ
かってきました。今後、撮影や分析機器の精度をさらに向
上させていくことも、一つの方向性といえるでしょう。

燃料を宇宙で調達する時代に
もう一つの方向性は、天体にアプローチしやすくするた

めの技術を進歩させることです。探査機は、探査や分析の
ための機器、カメラ、通信装置など複数の機能を一つにま
とめたもの。かつてはこうした複合機を作ろうとすると
10t級のボディが必要でしたが、技術の進歩でスマートフォ
ンくらいまで小型化できるようになりました。人類が宇宙
に物を持って行くという障壁は、どんどん小さくなってき
ています。
その一方、探査機を搭載して打ち上げるロケットを小型

宮本 英昭 氏
Profile

豊かに生きる
誌上セミナーHUMAN

HUMAN

リモートセンシングの精度向上を図る

第3回
惑星地質学の未来

２回にわたって惑星地質学の本質や研究の現状などについて紹介してきました。近年の宇宙
研究の進歩は目覚ましく、新たな知見が次々発表されています。国内外の多くの科学者や研
究機関、企業が注目する中で、今後の宇宙研究はどう発展していくのでしょうか。そして人類
はその発展をどのように活用できるのでしょうか。

1970年千葉県生まれ。1995年東京大学理学部卒、2000年に博
士(理学)取得。アリゾナ大学月惑星研究所客員研究員など経て
2016年より現職。専門は惑星科学、特に探査機のデータ解析や
探査計画の立案。最先端の研究成果を社会に広める活動として、
小学校に先端科学を展示するスクール・モバイルミュージアム事
業(2012年度キッズデザイン賞受賞)を主催。東京ドーム内の宇宙
ミュージアム「TeNQ」を監修し、東京大学総合研究博物館との
連携プロジェクトとして研究室を移設した。主な著書編書に『宇宙
のふしぎ　なぜ?どうして?』（高橋書店）、『 鉄学 137億年の宇宙誌』
(岩波科学ライブラリー、共著) 、『惑星地質学』（東京大学出版会）。

東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授
（東京大学総合研究博物館・兼任）、
宇宙ミュージアムTeNQリサーチセンター長

協力／宇宙ミュージアム TeNQ　 https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/

▶惑星画像から宇宙の謎に迫る
惑星画像から宇宙の謎に迫る最終回。398号では惑星地質学の未来と題して、今後の研究がどう進んで
いくのか、どんな活用ができるようになるのかを伺いました。
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FUJITSUファミリ会をもっと楽しく活用していただくための様々な情報をご提供します。Family’s Information

FUJITSUファミリ会事務局　E-mail : contact-familykai@cs.jp.fujitsu.com

NEW FAMILY 9～10月度ご入会分

㈱ソウワ・ディライト
ワンビ㈱
三菱重工業㈱
日通旅行㈱

●関東 ㈱たちばな
㈱中広
徳機㈱
㈱ワイエムエス

●信越
●東海
●中国
●九州

東北支部

亀井 昭男 氏
カメイ（株）

会報担当
幹事から

明けましておめでとうございま
す。今年度より会報幹事に就任いた
しましたカメイ株式会社の亀井でご
ざいます。

昨年4月に名古屋から東北の地へ
まいりましたが、コロナ禍で着任あ
いさつもままならない状況でのス
タートでした。会員の皆様におきま
しても、事業活動の見直し・変革など、
Withコロナ時代への対応に追われ
た1年だったのではないでしょうか。
ファミリ会も、これまでの集合イ
ベントをオンライン化、会員様への
サービス継続、さらなる向上に力を
注いでおります。
昨年10月の全国秋季大会は、皆様
に現地で秋の東北を満喫いただくこ
とが叶わず残念ではありましたが、

ライブ中継と録画配信の完全オンラ
イン化により開催を継続、「コロナ
時代、自然災害から命を守る」をテー
マに、お陰様で多くの方々にご参加
いただきました。ありがとうござい
ました。
東日本大震災から間もなく丸10年
となりますが、コロナ含め明るい未
来を願い、ファミリ会活動が皆様の
課題解決やビジネス成長に貢献して
いくことを願います。
また、今後も会報を通じて様々な
情報を提供してまいりますので、皆
様ぜひご活用ください。

2021年度
秋季大会

2021年10月に、関西支部（大阪）に
て秋季大会を開催することが決定し
ております。
昨年、東日本大震災から10年目の

節目として開催された東北支部の秋
季大会で、東北支部長からバトンを
引き継いでの開催となります。
関西での開催は、1998年の神戸、

2010年の京都に続いて3度目です。
特に人気の高かった京都開催では、
初めて1,000名を超える多くの方々
にご参加いただき、過去に例を見な
い盛大な会となりました。

今回も、関西の様々な特色のある
文化や歴史、街の様子など、盛りだ
くさんの見所を、より多くの会員の
方に知っていただく機会にしたいと
思っています。
ご存知のとおり、関西では2025年
に大阪・関西万博が開催されます。
テーマは、「いのち輝く未来社会の
デザイン」であり、SDGsの実現に向
けた取り組みを促す方針です。さら
に、「未来社会の実験場」として、AR
（拡張現実）やMR（複合現実）技術を
活用した展示やイベントの体験が盛

り込まれており、開催に向けての期
待が高まります。
関西支部での秋季大会では、大阪
万博への期待、震災復興などのテー
マに加え、「Withコロナ」という社
会課題への対応や、オンライン開催
との併用など、新たな秋季大会のあ
り方を、会員の皆様と一緒に考えて
いきたいと思っております。
ぜひ、関西支部における2021年度
秋季大会にご支援ご協力をお願いい
たします。

関西で開催！ ～知恵と夢ある活動を～
関西支部長　有司 順一 氏
近鉄情報システム（株）
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例年より約2か月短いシーズンにもかかわらず、想いの詰まっ
たプレーを見せてくれたフロンティアーズ。来場が難しいとい
うファンの方々のために、全試合でライブ配信を実施するなど
新しい観戦スタイルを用意しました。オンラインでの観戦も楽
しんでいただけましたでしょうか。
フロンティアーズの獲得する得点を予想する「目指せピタ

リ！ 得点予想クイズ」や、毎試合一番活躍した選手を予測する
「MAN OF THE MATCH予想」、公式SNSを使ったイベントへ
の参加など、チームへの応援をありがとうございました。

Family’s Information

富士通アメリカンフットボール部
フロンティアーズ選手の
サイン入りTシャツと
オリジナルタオルを抽選でプレゼント

趙 翔来キャプテンメッセージ

山本 洋ヘッドコーチメッセージ

いつも富士通製品・サービスをご愛顧いただき誠にあ
りがとうございます。富士通フロンティアーズヘッドコー
チの山本でございます。本年はコロナ禍という非常に
難しいシーズンとなっておりますが、プレーできること
に感謝して、目の前の1プレーに魂を込め、一戦一戦大
切に戦ってまいりました。本年以降もアメリカンフット
ボールを通して富士通、そしてすべてのお客様に誇りを
持っていただけるようなチームになるべく精進してまい
ります。引き続き応援をよろしくお願いいたします。

いつも富士通をご愛顧いただきありがとうございます。富士
通アメリカンフットボール部の富士通フロンティアーズで主
将を務めます、趙と申します。私たちは日本一の常勝チームに
なることを目標に掲げチーム活動に取り組んでおります。
2020年シーズンは新型コロナウイルスの影響により、各種
制限がある中での活動に試行錯誤の日々を過ごしてまいりま
した。2021年以降も先が見通しづらい状況ではありますが、
私たちは競技を通じて皆様に勇気や感動を与えられるよう、
1プレー1プレーに全身全霊を込めて、大変な状況を乗り越え
ていきたいと思っております。
この状況が落ち着きましたら、ぜひ試合の観戦にお越しく
ださい。今後とも何とぞよろしくお願いいたします。

新春
プレゼント

プレゼントは
QRコードよりご応募ください

オリジナルタオルを抽選でプレゼント
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の姿を再構想する富士通がその実現を可能にします。
ヒントはコチラ➡https://www.fujitsu.com/jp/reimagine/

Reimagine：
想像力を働かせ、
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正解者全員に記念品を贈呈します。

※掲載にあたっては、会員企業（団体）名、お名前（ペンネームでも可）、
　所在地を記載させていただきますので、あらかじめご了承ください。

【応募資格】ファミリ会会員企業（団体）の方に限ります。
【解答＆当選者発表】399号（2021年2月20日発行／3月号）誌上
【解答送付先】ファミリ会ホームページ
　　　　　　「クロスワードパズル解答募集!!」 投稿フォームよりお送りください。
【締め切り】2021年1月29日（金）
http://jp.fujitsu.com/family/ho/crossword/

●解答記入事項●
A. 解答（8文字）
B. 解答者のご連絡先

解答

A B C D E F G H

1  富士通が主要ベンダーの世界一のスーパーコンピュータ
2  ビルの最上部に植物を植える「○○○○○緑化」
3  ○○は金なり
4  ○○○箱、猛○○○、体○○○
5  魚の呼吸器
6  左を示すアルファベットは L、右は？
9  アウトプットを日本語でいうと
10  少しだけ眠ること
12  苦あれば○○あり
14  でこぼこの面を平らにするための道具
16  コンピュータのイニシャライズとは○○○化のこと
18  スマホにもついている、撮影する機能
19  小さいタイプのこと
21  同じ人。○○○○人物だと見破る
23  病気や怪我を治す職業
24  コンピュータを立ち上げること
25  慣れない作業に○○○○苦闘する
27  同じ内容を複数の相手に○○○○送信する
29  5G とは第 5世代移動○○○○システム
31  暗号のシークレットキー＝秘密○○
33  軒先から垂れ下がる氷の柱
34  バブルの意味
36  コンピュータの不具合のバグという言葉の語源
38  アダムの妻

タテのキー

ヨコのキー
1  コンピュータが表示する文字のデザイン
4  ○○テープはデジタルデータのストレージメディア
5  空気のこと
7  ○○に絵を入れて飾る
8  会計期間は○○○から期末まで
10  色彩の専門家、○○○コーディネーター
11  海にいる最大のほ乳類
13  夕方の薄暗さをいう言葉
15  お風呂場のこと
17  ちょっとしたヒマな時間
19  てのひらの反対側は手の○○
20  どれでもいいよ「○○○○みどり」
22  兄弟姉妹の娘
24  ふるさとに帰ること
25  暴風雨
26  相手によって○○○を変える人
28  スローは遅く、○○○○は速い
30  通り過ぎること
32  世間に広く通用している考え
34  暑くて、かく
35  ○○と権利はセット
37  ○○○○すべき筋からの情報
39  幅が広いこと
40  指先で行う「○○○認証」
41  愛を英語で

上記QRコードより
アクセスできます

会員企業（団体）名、ご所属またはお役職、お名前、所在地、
連絡先電話番号、E-mailアドレス

クロスワードパズル
クロスワードをすべて解いたあと、
2重枠のA～Hの8文字で一つの言葉（解答）を完成させてください。
※それぞれの白いマスにはカタカナが1字ずつ入ります。
※小さい文字（ャ、ュ、ョ、ッなど）は、大きい文字として扱います。

正解者全員プレゼント
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のなのだそう。「遠方かつ公共交通
も発達していない室戸市まで、わざ
わざ足を運ぶ来館者が見たいのは、
どこの水族館にも展示している魚で
はなく、室戸で獲れる魚のはず」と
の思いからだ。近隣には椎名漁港を
筆頭に良質な漁場が多く、地元の漁
師の協力を得て、食用にならないな
どの理由で出荷しない魚をわけても
らい、冬には冬の魚、夏には夏の魚
を展示することで、水槽はヒーター
やクーラーを基本的に使わずにコス
トを削減。来館者にとっても訪れる
たびに魚が変わると好評で、リピー
ターの数も多い。
「むろと廃校水族館」が目指して
いるのは、百貨店やショッピングセ
ンターのようなすべてが揃う大型施
設ではない。必要なものが厳選され、
何度も通いたくなるコンビニのよう

し、一躍注目を集めた。
「目玉となる生物がないのが、目
玉かもしれません」とにこやかに語
るのは同水族館館長の若月元樹さ
ん。来客のメインとなる子どもたち
が興味を持つ魚は、一人ひとりの感
性に合う生物だ。だから必ずしも目
玉となるような有名な魚は必要な
い。実際に一般的な水族館では脇役
であることの多いエイが子どもたち
には大人気だという。
ほかにも、ウミガメをはじめ、約
50種1,000以上の魚や生物が展示さ
れているが、すべて地元で獲れたも

少子化に伴う児童生徒数の減少に
より、この15年ほどで約7,500校が廃
校となり、その施設を再活用する事
例が増えている。室戸岬や室戸ジオ
パークのある自然豊かな高知県室戸
市で、2006年に廃校となった旧室戸
市立椎名小学校を改修し、2018年4
月28日にオープンした「むろと廃校
水族館」もその一つ。年間来館者数
を4万人と想定していたが、開館か
らわずか半年ほどで10万人を達成

どこか懐かしい小学校跡の水族館
 「むろと廃校水族館」

支部見聞録 / 四国支部 高 知From 

25ｍプールを活用した水槽には室戸沖で獲れたシュモクザメやサバの群れが悠々と泳いでいる

四国南東部、日本八景の室戸岬から北へ約７㎞に立つ廃校になった小学校を
再活用し、2018年4月に開館した「むろと廃校水族館」。目玉となる魚がいな
いにも関わらず、1年目は17万人、2年目は14万人もの入館者が訪れたという。
わざわざ足を運びたくなる話題のスポットの魅力に迫った。

室戸の廃校を再利用し
誕生した注目の水族館
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な水族館なのだという。

誰からも愛される小学校
その魅力を最大限に活かす

「むろと廃校水族館」の魅力は水
族館だけにとどまらない。施設名に
あえて入れたという「廃校」もこの
施設の双肩をなす魅力だ。その最た
るものは、25ｍプールを大胆にもそ
のまま屋外の大水槽にしてしまった
ことだろう。全長1.5ｍほどありそう
なシュモクザメがスイスイと心地良
さそうに泳ぎ、冬が旬となるサバた
ちが、青銀に輝く体表をきらめかせ
ながら行き交う。プールは柵やガラ
スなどで隔てていないため、魚を間
近で見られる。この目線は、地元の
漁師が海で魚を見る目線と同じだと
聞くと、さらに感動が増す。ほかに
も、手洗い場を海の生物に触れられ
るタッチプールにしたり、跳び箱や
プロジェクターを水槽にしたりと、
学校の建物や備品を絶妙に組み合わ
せているのもユニーク。一般の水族
館では味わえない独特の個性を放っ
ている。
校舎2階の水槽エリアから3階に
上がると、懐かしの教室や理科室、
図書室などがまるで映画のロケ地の
ように残されている。大きな定規や
そろばんといった教材が置かれ、壁
には子どもたちがいかすみで書いた
という習字がズラリ。耳を澄ませば、
来館者が奏でる木琴や鉄琴の音も響
いている。「公立小学校は規格がほ
ぼ同じなので、誰もが懐かしい気分
になるようです。記念写真を撮る来

館者も多いですよ」と若月さん。
そんな小学校らしさを求めて訪れ
る来館者も絶えない。コロナ前は日
本文化に興味を持つ外国人客も多
かったそう。春前には新1年生にな
る子どもを連れたファミリー客もよ
く訪れている。

過疎化が進む室戸市に
再び子どもたちの歓声響く
　
水族館の運営は、大阪のNPO法
人日本ウミガメ協議会が指定管理者
として行っている。2003年からウミ
ガメの調査研究のために、室戸市に
訪れるようになり、市の廃校の利活
用の意見募集を見て、魚を仕入れる
漁場が多く、国道が通って観光客が
立ち寄りやすいことから、水族館の
立ち上げを提案した。後に地元住人
と協議・検討を重ね、2016年12月に
着工。総工費5億5,000万円の内3億
5,000万円は廃校の修繕費で、水族館
への改装費としては低価格だった。
そこには、小学校らしさをしっかり
と残し、身の丈にあった施設にした
いという同協議会の思いが反映され
た。そんな思いに共感するように、
平成生まれの若者が全国からスタッ
フになりたいと集まった。
開館後も、重複しやすいネットの
情報発信はTwitterに一本化し、1
日1本の配信のみで返信はしないと
いう省力化の運営に加え、イベント
のポスターやチラシも作らず、メ
ディアへ広告やリリースを出さない
など、徹底した効率化によるローコ
スト運営で黒字に導く。

一方、「楽しい場所へ人は集まる」
を信条にスタッフ自ら楽しみなが
ら、水族館や小学校を意識したイベ
ントを次々に開催。お盆にはラジオ
体操を行って早朝から営業し、来館
者に喜んでもらいながら混雑分散に
も成功。ほかにも、25ｍプールに筏
風の設備を期間限定で設けたり、今
後、大晦日には流し台で蕎麦を流す
流し年越し蕎麦をふるまったり、縄
跳びで作ったしめ縄を装飾したりす
るイベントを予定している。
そんな遊び心あふれるアイデア
で、四国はもとより関西や中国地方
から、ファミリーやカップルなど幅
広い観光客を呼び寄せ、地元の観光
促進と活性化に貢献。孫連れの地元
の年配客も足を運ぶようになり、過
疎化の進む室戸市の廃校にできた水
族館を中心に、子どもたちの賑やか
な声と姿が再び戻ってきている。　
取材・写真提供／むろと廃校水族館

むろと廃校水族館外観 室内にある円形水槽では至近距離でウミガメの
観察ができる

かつての手洗い場は伊勢海老やヒトデに触れら
れるタッチプールに変身

教室で開催されるイベントはまるで授業のよう

跳び箱をリメ
イクした水槽
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◆ 2020年度 FUJITSU ファミリ会 秋季大会
◆ LS研究委員会　2021年度研究分科会・ICT白書

◆ 講演録　故郷 東北復興への想い

◆ 講演録　Withコロナで社会がどう変わり、DXがどう関わるのか？

◆ From高知　どこか懐かしい小学校跡の水族館「むろと廃校水族館」
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