
ISP&クラウド事業者の集い in 天草 

開催報告書 

日にち：2015 年 9 月 10 日（木）～11 日（金） 

場所：肥後銀行 天草支店 会議室 

主催：一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 地域 ISP 部会、クラウド部会 

後援：九州総合通信局、天草市、熊本日日新聞社、 

協力：有限会社あまくさ藍ネット、AMA-Biz 

参加人数：71 名 

プログラム委員：株式会社 IMS 津田和範、株式会社イプリオ 石田卓也、ソネット株式会社 宮

内正久、クロストラスト株式会社 秋山卓司、株式会社クロノス 今野仁史 

 

プログラム： 

■9 月 10 日（木）14:00～18:30（13:30～受付開始） 

14:00～14:05 開会挨拶 JAIPA 地域 ISP 部会部会長 晋山孝善氏 

14:05～14:45    「天草の紹介」 

(一社)天草宝島観光協会 古川 雄一氏 

14:45～15:15    「みぞかとともに・・・」 

   天草エアライン株式会社 客室部 村上茉莉子氏・山口 亜紀氏 

15:15～15:30    休憩 

15:30～16:00    「JAIPA 部会紹介」 

・クラウド部会副部会長（ソネット株式会社）宮内正久氏 他 

16:00～18:30    クラウドパネル 

16:00-16:25 「『攻めの IT 活用』とクラウドへの期待」 

経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課 課長補佐 中智晴氏 

16:25-16:50  「Cloud News Asia から見た アジアの動向」 

ZOROK 株式会社（AgileCat） 鵜澤幹夫氏 

 16:50-18:30  パネルディスカッション 

モデレータ：さくらインターネット株式会社 田中邦裕氏 

  パネラー：経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課 中智晴氏 

       ZOROK 株式会社（AgileCat） 鵜澤幹夫氏 

       株式会社クララオンライン 代表取締役 家本賢太郎氏 

    株式会社フューチャースピリッツ 代表取締役 谷孝大氏 

19:00～21:00 懇親会 いけす やまもと 

 

9 月 11 日（金）10:00～18:30（9:30～受付開始） 

10:00～10:50 「光卸の関係」 

    JAIPA 副会長 立石聡明氏 



   JAIPA 地域 ISP 部会 部会長 晋山孝善氏 

10:50～12:00    対談『無線 LAN のセキュリティとユーザビリティ』 

公衆無線 LAN の先駆け「にんじんネット」さんと考える。 

   株式会社にんじんネット（日経地域情報化大賞 地域活性化センター賞受賞） 

  代表取締役 藤澤千絵氏 

JAIPA 副会長 立石聡明氏 

12:00～12:20 「通信・放送事業者の問題解決をサポート」 

総務省電気通信紛争処理委員会事務局 上席調査専門官 市川憲史氏 

12:20～13:30    昼食 

13:30～14:15    「電動バイクと IOT の開発」～ビッグデータ獲得へ向けて～ 

          株式会社グロースンドリーム 代表取締役 中村隆則氏 

14:15～15:15   「個人情報保護法改正の内容と留意点」 

英知法律事務所 弁護士 森亮二氏 

15:15～15:30    休憩 

15:30～16:30    「九州の情報通信について」 

九州総合通信局電気通信事業課 課長 國井和裕氏 

16:30～18:30     パネルディスカッション 

16:30-17:00 「企業の相談から見る地域における IT のインパクト」 

       アマビズ（天草市起業創業・中小企業支援センター）センター長 

 野間英樹氏        http://ama-biz.jp/ 

17:00-18:30 「地域経済を元気に！」 

モデレータ：株式会社ネットフォレスト 代表取締役 高橋佑至氏 

パネラー：九州総合通信局電気通信事業課 課長 國井和裕氏 

アマビズセンター長 野間英樹氏 

株式会社 IMS 代表取締役 髙木大輔氏 

株式会社グッドコミュニケーションズ 田中知明氏 

有限会社あまくさ藍ネット 大曲昭仁氏  

19:00～21:00 懇親会 あまくさ村  

 

概要： 

今回の天草での開催は、様々な取り組

みをしていたり、地域 ISP の方が昔から

頑張っているところなので、一度は伺い

たいと思っていたところでした。また、

以前 JAIPA 会員会社にいらっしゃって天

草に移住して活動をしている方もいらっ

しゃったので、今回がよい機会というこ

ともあり、開催の運びとなりました。開

催前からプログラムや懇親会会場手配等、ご尽力いただいたあまくさ藍ネット 大曲様、アマビ



ズセンター長 野間様には大変お世話になりました。そしてプログラム委員の皆様も、この場を

借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。 

さて、参加される皆様のご都合をお聞きしたらこの日程。となった今回ですが、ちょうど機材

の入れ替えで研修中ということで天草エアラインが運休している時期にあたってしまい、現地へ

の交通手段が少なくなったこともあり、参加者の方々には残念な時期に開催となり、申し訳ござ

いませんでした。7 月開催の沖縄 ICT フォーラムの直後ということも有り、出張申請も大変だっ

たとか。とはいえ、開催 2 週間前に十数名の参加申し込みだったのが終わってみれば、71 名だっ

たので、ほっと胸をなでおろした感じです。参加いただいた皆様ありがとうございました。 

さて、1 日目のプログラム前半は、地元からの情報発信として、(一社)天草宝島観光協会、天

草エアライン株式会社にご講演いただきました。天草宝島観光協会は当初の予定では天草市の方

と 2 名でのご講演でしたが、急遽ご都合がつかなく、古川様に現状と取り組みについてお話をい

ただきました。「宝島」とつけた天草の魅力をご紹介いただきました。エリアによって有名なもの

があるようですが、タコが好む貝が多くいる有明エリアには、タコが取れるそうです。タコ街道

にはタコのオブジェもあるとか。また年間を通して約 300 頭のイルカが回遊している場所があり、

イルカウォッチングには 適な場所だそうです。ぜひ様々な場所を見学していただきたいとのこ

とでした。次に天草エアラインのCA 村上様と山口様に取り組みと現状をお話しいただきました。

平成 10 年 10 月、熊本県（53%）・天草 2 市 1 町（27%）民間（20%）出資の第三セクタ－として設

立され、平成 12 年 3 月 23 日、「九州の新しい翼」として天草⇔福岡間に 3 往復(35 分)、天草⇔

熊本間に１往復（20 分）の運航を開始したそうです。使用機材はカナダ製 39 人乗り「ダッシュ

８-103」、天草のマスコット「イルカ」がデザインされています。その１機を大事に運営している

ようで、社長をはじめ皆さんで機材を洗っている現場写真も拝見しました。天草の住民の方々の

足にもなっているようで、CA やパイロットの自己紹介も機内にあったり、乗客のお誕生日や記念

日などもお祝いするようなアットホームな雰囲気もご紹介いただきました。現在「平成 28 年 2 月

19 日まで、新機材導入による乗員訓練の為、天草⇔熊本間、熊本⇔大阪（伊丹）間及び天草⇔福

岡間の 105 便、106 便を運休中でございます。ご不便をお掛けし申し訳ございません。（今後の機

材更新準備の進捗状況によっては、変更の可能性があります。）」と Web に掲載している通り、福

岡→天草間のみ運行しているとのことです。今回は乗ることができませんでしたが、いつかは乗

ってみたいと思っております。皆様もぜひ搭乗してみてください。なにかいいことありますよ、

きっと。 

地元紹介の後は、クラウド部会のセッ

ションです。ソネット 宮内氏によるク

ラウド部会の取り組みを説明していた

だいた後、経済産業省 中氏によるデー

タセンターを利用したクラウド化支援、

クラウド基盤ソフトウエア導入実証、省

エネ型データセンター構築実証といっ

た、経済産業省の取り組みをお話しいた

だきました。次にZOROKの鵜澤氏による、

Cloud News Asia から見たアジアの動向



として、現状を説明いただきました。休憩をはさんで、さくらインターネット田中氏をモデレー

タとしたパネルディスカッションです。パネラーは先にご講演いただいた、経済産業省 中氏、

ZOROK 鵜澤氏に加え、クララオンライン 家本氏、フューチャースピリッツ 谷孝氏の５名で、

現在のクラウドの状況、海外での活動について、特に家本氏、谷孝氏については海外での活動を

活発に行っていることから、日本の状況と海外での取り組みの違いなどをお話しいただきました。

近の集いでは、この田中氏モデレータによるクラウド部会のセッションを欠かさずプログラム

に取り入れています。軽快な田中さんのモデレータでパネラーも会場の皆さんも笑いが絶えませ

ん。集いの「目玉」となっております。今後も続けていければと思っております。 

19:00 から「いけす やまもと」での懇親会です。天草ならではの海の幸が並び、講演を終え

た講師の方々はほっと一息、明日の登壇がある人は控え目に。1 日目のお話を振り返りながらの

懇親会でした。 

 

2 日目は、前日の懇親会を引きずりな

がらの方もいらっしゃる中、だいぶ前

から問題になっている光卸の話です。

JAIPA 立石副会長、地域 ISP 部会 晋

山部会長による対談によるご講演です。

まずは晋山部会長から現状をお話しい

ただきました。分かりにくい光卸につ

いて、ご自分が現在体験していること

を交えての疑問点等も提起され、今後、

何を考えていかなくてはならないかを皆さんに提示されたのではないかと思います。次に無線LAN

関係を引き続き立石副会長が担当。公衆無線 LAN の先駆けとなった長崎の「にんじんネット」の

藤澤社長にお越しいただき、公衆無線 LAN を開始したときと現在の様子、さらには、セキュリテ

ィ関係の話も含め、現在問題視している件を対談方式で参加者にも分かり易くご説明いただきま

した。午前中の 後のセッションは、毎回ご参加いただいている、総務省電気通信紛争処理委員

会事務局より、通信・放送事業者の問題解決をサポートとして、取り組みをご説明いただきまし

た。気になっていることがあったら、ぜひご相談ください。 

昼食をはさんで、 初のセッションは「電動バイクと IoT の開発」として、グロースンドリー

ムの中村氏に電動バイクそのものを持ち込んでいただいてのご講演でした。実物があると皆さん

の関心度も高まります。これをどう IT につなげていくのか、これからが勝負だそうです。次には

毎回お世話になっている森弁護士による「個人情報保護法改正の内容と留意点」として、 も日

常の業務や個人としても知っておきたい情報をいつものように分かり易いご説明で、参加者を飽

きさせない語り口でご講演いただきました。休憩をはさんで今度は地域 ISP 部会によるパネルデ

ィスカッションです。この休憩時には、先にご講演いただいた電動バイクの試乗に皆さん釘づけ。

すこし休憩時間をオーバーしてしまいました。すみません。 

さて、地域 ISP 部会が企画した、パネルディスカッションの前に「九州の情報通信について」

とした九州総合通信局 國井課長によるご講演を伺いました。もちろんその話を受けて、パネル

ディスカッションにも参加していただきました。次に「地域経済を元気に！」のパネルディスカ



ッションへのネタを含めた「企業の相談から見る地域における IT のインパクト」として、東京か

ら移住されたアマビズセンター長 野間氏からアマビズの活動、住民からの相談にどんなものが

あり、どんなことが求められているのか等をお話しいただきました。パネルディスカッションに

ついては、九州（地元）の方々をパネラーに！と言うことで、九州総合通信局 國井氏、アマビ

ズセンター長 野間氏に加え、株式会社 IMS 高木氏、株式会社グッドコミュニケーションズ 田

中氏、有限会社あまくさ藍ネット 大曲氏の面々、モデレータは我らがネットフォレスト 高橋

氏（ゴーゴー）です。高橋氏については、言わずもがな地域プロバイダー協会から、協会立ち上

げに尽力、現在も地域 ISP 部会の副部会長をしていただいています。パネルディスカッションは、

それぞれのパネラーのプレゼンをしていただき、１．地域経済環境はどのように変化したか？、

２．そのなかで地域系 ISP を取り巻く環境は？、３．地域振興・地域おこし・地方創生・地方な

んでも！、４．地域系 ISP としての存在意義、新たな事業分野は？と 4 つの項目に分けて会場を

巻き込んで、皆さんの状況や思いを引き出していきました。なかなか「これ！」という答えを出

すのは難しい問題ですが、パネラーと会場とのディスカッションも活発に出来てとてもよい地元

セッションでした。 

2 日目も無事に終わり、「あまくさ村」

で懇親会を行いました。今回も参加者の

方々をはじめ皆さんのご協力の下、無事

に終了いたしました。ありがとうござい

ました。引き続き年 2 回程度「集い」を

開催したいと思っておりますので、ご参

加よろしくお願いいたします。また、集

いはこの場所で！とかこんな話を聞きた

い！と言う方は、ぜひ事務局までご連絡

ください。そしてプログラム委員にご参

加いただければと思っております。なにとぞ、よろしくお願いいたします。（Ｍ） 


