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------------------------------------------------------------ 

本メールは、弊協会と名刺交換させて頂いた方にもお送りさせて頂  

いております。配信停止・宛先変更等をご希望の方は本メールの末  

尾をご覧ください。  

------------------------------------------------------------ 

 

【 ITCA メルマガ】 NY 支局通信 Vol.3 公開 /協会スポンサーよりお知

らせ  他  

 

みなさんこんにちは。 ITC 協会の田口です。  

東京はだんだん肌寒くなってきました。そろそろ秋だなと感じま  

す。体調の崩しやすい季節ですので、皆様も体調管理にお気をつ  

けくださいね。  

 

さて今週のメルマガでは、ニューヨーク支局通信 Vol.3 と協会ス  

ポンサーのご案内をメインにお知らせします。 ITC カンファレス  

の早割料金も今月末までとなりますのでお申し込みはお早めに！  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. NY 支局通信 Vol.3 海外拠点へのシステム導入時の注意点  

 2. 協会スポンサーよりお知らせ  

 3. IT コーディネータ協会インフォメーション  

 4. ITC 掲示板（連載のご紹介）  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆ NY 支局通信 Vol.3 海外拠点へのシステム導入時の注意点  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

現在、ニューヨークで活動されている ITC より、 ITC 視点による  

海外情報をお知らせします。今回は注意点を 1～ 6 までわかりや  

すく執筆頂きました。是非お読みください。  

------------------------------------------------------- 

 

皆様こんにちは。IT コーディネータの森  大樹（もり  ひろき）で

す。  

 大変なブームとなっているスマートフォン向けゲームアプリの  

「ポケモン GO」ですが、先行リリースされたアメリカでも同様  

に大ブームとなっています。  

 米国では「ポケモン GO」のサービスイン直後に人気が集中し  

た事によるトラフィック急増の為、一時的にサービスが不安定  

になったりもしましたが数日で解消されサービスは安定しています。 

これはトラフィックの増加に合わせる形で Clould サーバが大幅に  
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増強されたという事は想像に難くありません。まさにクラウドの  

柔軟性が発揮されたといえるでしょう。  

 ポケモンと言う非常に強力なコンテンツに、 Niantic 社のアプ  

リケーション技術、 Google のプラットフォームという最強の組合  

せが実現された「ポケモン GO」はゲームのみならず、 Cloud ビジ  

ネスのロールモデルとしても注目が集まりそうです。  

 

さて、今回は海外にシステムを導入する際の注意点にフォーカス  

してお伝えしたいと思います。基本的なシステムの導入方法には、  

日本でも海外でも大きな差はありません。一般的にウォーター  

フォールと言われる顧客要件を仕様に落とし、設計・開発・テス  

トを進めていくという流れが主流を占めています。  

 IT コーディネータとしては、日本企業が海外拠点へシステム導  

入する際の導入支援に携わるケースが多くなるかと思います。  

その中で私が実際に経験したトラブルや事例を元に、まとめて  

みたいと思います。  

 

■注意点 1  日本との時差を考慮する  

時差を甘く見ていた（時差が大きく・ WEB 会議でのコミュニケー  

ションがメンバーの負担に）  

 海外拠点とのコミュニケーションには、 WEB 会議システムを  

使う事はもはや当然と言えます、ただし、 WEB 会議の実施にあた  

り、時差が大きな拠点との会議開催については、その時間設定  

に留意が必要です。  

 例えば、ニューヨークと東京の時差は夏時間で 13 時間。冬時  

間では 14 時間です。つまり、夏時間における東京の午前 9 時は  

ニューヨークの 20 時となります。一般的な企業の定時業務時間  

は東京もニューヨークも 9 時～ 17 時ですから、東京とニューヨ  

ーク間で WEB 会議を設定した場合には、両拠点の定時時間内に  

WEB 会議を開催することが出来ず、どちらかの拠点が早朝出勤  

や残業をして WEB 会議をせざるを得なくなります。システム導  

入プロジェクトの期間中など、週次で WEB 会議の定例会を組む  

ときにはこの時差を考慮に含める必要があります。  

 私の経験によれば、ニューヨーク側が残業をして対応する事が  

多かったのですが、プロジェクトメンバーに毎週固定的な残業を  

強いるのは無闇な負担を増やす事になりますので、双方拠点が  

少しずつ時差出勤をして負担を分散したり、会議の開始時間を  

交代制にする、出席者を絞る、報告の簡潔化など、負担低減に  

向けた工夫をする事が求められます。  

 

続きはこちら  

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/NewYork-

03.html?=ml343 

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/NewYork-03.html?=ml343
http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/NewYork-03.html?=ml343
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  協会スポンサーよりお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

協会スポンサーの OBC 社よりセミナーのお知らせです。  

------------------------------------------------------ 

 

■「奉行フォーラム」全国 12 会場にて開催！～業務が変わる「クラ

ウド」で変える～  

 

10/5（水）静岡・ 10/7（金）金沢・ 10/12（水）東京・  

10/14（金）仙台・ 10/17（月）名古屋・ 10/19（水）新潟・  

10/26（水）大阪・ 11/2（水）広島・ 11/7（月）岡山・  

11/11（金）横浜・ 11/15（火）福岡・ 11/22（火）札幌  

 

クラウド活用、制度改正情報、新製品を、見て・聴いて・触れて  

ご体感頂けるイベントになります。ぜひご参加ください。  

 

詳細･お申込先はこちら  

http://www.obc.co.jp/f2016/?bn=tokybnb 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆情報化月間記念式典の開催  

日時：平成 28 年 10 月 3 日（月曜日） 10 時 30 分～ 12 時 15 分  

   （受付 10 時 00 分～）  ※終了時間は目安です。  

会場：丸ビルホール（千代田区丸の内 2-4-1）  

情報化促進貢献個人の表彰  

 情報化促進貢献企業等の表彰  

 U-22 プログラミング・コンテストの表彰  

 経済産業省における IT 施策の講演  

 ・講演者：経済産業省  商務情報政策局  情報処理振興課  

            課長  滝澤  豪（たきざわ  ごう）  

詳細・お申し込みはこちら  

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/gekkan/gekkanshikiten

.html 

 

 

◆ケース研修  お申し込み受付中！  

＜募集期間＞  

http://www.obc.co.jp/f2016/?bn=tokybnb
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/gekkan/gekkanshikiten.html
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/gekkan/gekkanshikiten.html
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2016 年 9 月 1 日（木）～  11 月 11 日（金） 17 時（予定）   

※但し、 12 月 9 日（金）迄に研修初日が開始するコースについて  

は、10 月 7 日（金）17 時（予定）が募集締切となります（ 1 次募集

締切）  

＜このような方にオススメです＞  

・  企業の情報システム部門に在籍中で、スキルアップを目指す方  

・  ＩＴベンダー企業で、「企画」や「営業」の仕事をされている方  

・  経営コンサルの仕事をされていて、経営者からＩＴ関連のアド  

バイスを求められている方  

・  企業内で業務改善、情報化を担当されている方  

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml343 

 

 

◆ITC カンファレス 2016 お申込み受付中！【早割は 9 月末まで】  

開催日時： 2016 年 11 月 18 日（金）  ～  19 日（土）  

（受付時間： 1 日目は 12:00、 2 日目は 9:00 より受付開始します）  

会場：ベルサール新宿グランド  

   新宿区西新宿 8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー  1F 

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2016/?=ml343 

※お得な早割期間中です。最大 2,000 円引き !! 

 

 

◆機関誌「架け橋 mini 版」を公開いたしました  

機関誌「架け橋」が新しくなります！現在の年 2 回発行／各 1P 

（ 9 月・3 月）が年 1 回発行／ 2P（ 1 月予定）となり、特集ページを  

大幅に増やしてボリュームアップいたします。  

----------------------------------------------------------- 

変更前：年 2 回発行（ 9 月・ 3 月）  各 1P／年間 2P 各￥ 1,080 円  

変更後：年 1 回発行（ 1 月予定）  1 冊 2P／年間 2P 1 冊￥ 2,160 円  

------------------------------------------------------------ 

協会会員の方には、従来通り申込み不要でお届けいたします。  

リニューアル前のお知らせとして、機関誌 mini 版（無料・ポイント  

付与なし）を電子版にてご覧いただけます。  

http://www.itc.or.jp/society/activity/journals/index.html?=m

l343 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  ITC 掲示板  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

IT コーディネータの連載情報をお知らせ致します  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml343
http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2016/?=ml343
http://www.itc.or.jp/society/activity/journals/index.html?=ml343
http://www.itc.or.jp/society/activity/journals/index.html?=ml343
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■浅井  治  氏  イノベーションのすゝめ（ 3）  

【「ターゲティング」と「ポジショニング」の違いとは？】  

イノベーションとは何だろうか？普段何気なく使っているが、  

それがどういう定義なのか、なぜ必要なのか、どうすれば上手くい  

くのかは曖昧だ。本連載では、IT 業界一年生の柏木亜依と共にイノ  

ベーションを一から学んでいこう。前回、粗削りながらも社長へ新  

規事業の提案を行った亜依。しかし、社長の反応はイマイチだった  

模様。第 3 回は、同じセグメントに属する顧客をさらに細かく分類  

し、「誰に売るのか」をより絞り込んでいく。  

続きはこちら  

http://www.sbbit.jp/article/cont1/32633  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆「フォローアップ研修」下期開催のお申し込み受付中！  

フォローアップ研修は 3 月に近づくと申込みが混み合います。  

お早目のお申し込みをお願いいたします。  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/2016_6.html?=ml343 

 

 

◆自治体ビジネス研修「入門編」  9 月 30 日開催  

------------------------------------------------------------ 

【リニューアル】今年は自治体職員さんがやってくるぞ！  

------------------------------------------------------------ 

通常の研修内容に加えて、ゲストスピーカーに長野県千曲市総務部  

情報政策課情報政策係長  臼井  義広氏をお迎えし、リアルな事例  

をご紹介します。マイナンバー対応、セキュリティ強化、中期情報  

化計画等、今、自治体の現場で起きていることを、自治体職員の方  

から直接お聞きし、またお話をするチャンスです！ぜひ、ご参加く  

ださい。  

開催日： 9 月 30 日（金）  

会場： IT コーディネータ協会  A 会議室  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml343 

 

 

◆「マイナンバー内部監査人育成研修」お申込み受付中！  

------------------------------------------------------------ 

名古屋・金沢開催あります！参加を検討中の方は今がチャンス！  

------------------------------------------------------------ 

昨年好評だった「マイナンバー導入支援者育成研修」に続き、  

http://www.sbbit.jp/article/cont1/32633
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/2016_6.html?=ml343
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml343


 6 / 7 

 

今年は制度運用開始後の点検・改善をサポートできる人材を育成す  

る「内部監査人育成研修」を開催します。  

監査編：  10 月 5 日（水）広島開催、 10 月 19 日（水）金沢開催、  

※監査編の受講はマイナンバー導入支援者育成研修修了者である事  

が受講条件となっています。  

導入編： 11 月開催予定（東京・大阪）  

http://www.itc.or.jp/mynumber/index.html?=ml343 

 

 

◆プロコツ研修  第二弾！ in 京都  

------------------------------------------------------------ 

プロが教える！各種申請書の作成方法  in 京都  10 月 15 日開催  

------------------------------------------------------------ 

数々の申請書を作成した経験豊富な IT コーディネータが、通る  

申請書のポイントとコツを伝授します。   

平成 28 年度補正予算や平成 29 年度概算要求では、中小企業の IT 活  

用を始め、数々の補助金が計画されています。本講座を受講して、  

適切な申請書作成法を学び自身のビジネスに活用してください！  

開催日： 10 月 15 日（土）  

開場：有限会社ダイコンサルティング研修室  （京都府）  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itin.html?=ml343 

 

 

◆ IPA・ QUEST・ FITCO IoT 共催セミナー in 九州のご案内【無料】  

自治体、産業界では、 IoT を活用した取組みが活発に行われていま  

す。 IoT は新たな産業を生み出すインフラ技術として注目されてお  

りますが、その反面 IoT ならではのリスクへの対策が重視されてき  

ています。ここでは、福岡市が目指している、 IoT の拠点形成のあ  

り方について、福岡市 IoT コンソーシアム（ FITCO）、九州組込み  

ソフトウェアコンソーシアム（ QUEST）との連携による講演と  

パネルディスカッションを実施します。  

日時： 2016 年 10 月 3 日（月） 13:30～ 17:30 

会場：福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター 5 階セミナールー

ム A・ B・ C 

お申し込み・詳細はこちら  

http://sec.ipa.go.jp/seminar/20161003.html 

 

 

その他、セミナー情報はこちら  

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage 

 

開催地やキーワードで検索が出来ます。  

※後援セミナーは、検索画面のカテゴリを「後援研修」に設定  

http://www.itc.or.jp/mynumber/index.html?=ml343
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itin.html?=ml343
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20161003.html
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
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し、検索ボタンを押すと表示されます。  

 

 

************************************************************ 

↓  各種問合せ先  ↓  

************************************************************ 

感想、掲載内容のリクエストは随時募集中！  

melmaga@itc.or.jp までお気軽にご連絡下さい。  

*注意 * 

お問い合わせ・配信停止方法・送付先変更方法はこちらをご覧下さ

い。  

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml343 

------------------------------------------------------------ 

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

 

 

 

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml343

