
会長  渡辺喜代美
方針  One for All, All for One
　　  一人はみんなのために、みんなは一人のために

DISTRICT 2500

OBIHIRO ROTARY CLUB

2013－14年度国際ロータリーのテーマ　ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

■会長報告	 渡辺喜代美	会長
　親指と人差し指を5センチ程離して、ハイ、ポ
ーズ！このポーズは、ポリオ撲滅まで「あと少
し」のポーズです。このポリオ撲滅運動のきっか
けとなったのは、フィリピンのパストガバナー、

ザビノ・サントス氏がRIにポリオ免疫接種事業を実施する
よう手紙を出したことから、現在にいたっているとの事で
す。現在、フィリピンは11月8日、台風30号の直撃を受け、多
くの犠牲者が出ているとの事。みなさまもこのニュースに、
心を痛めていらっしゃると思います。フィリピンのロータ
リアンの皆さま、そして被害にあわれた多くの皆さまのご
無事をお祈りしたいと思います。
　さて、本日の例会は、ソフトバンクモバイル株式会社の営
業本部副本部長・山本政永さまにご臨席いただき、これから
のソーシャルネットワーキングサービスの可能性につい
て、飛岡抗会員が卓話してくださいます。今、国際ロータリ
ー広報部は、SNSを手軽に活用するプログラムとして、先
程お話ししたポリオ撲滅まで「あと少し」のポーズで、「世界
最大のCM」参加を呼びかけています。会員の皆さま全員が、
｢あと少し｣のポーズで写真撮影し、ポリオ撲滅ウェブサイ
トにアップロード。この「世界最大のCM」に参加する事か
ら、ロータリー事業に参加する事ができます。さらに、ご寄
付いただきますと社会貢献度がアップ！いたします。どう
ぞ、ロータリー財団への御寄附よろしくお願いします。

■ゲスト紹介

ソフトバンクモバイル社営業本部長
山本　政永	様

■ビジター紹介

釧路北ロータリークラブ
高橋　邦弘	会員
本間　明美	会員

■会員卓話	 プログラム委員会
　「iPadを検討してみませんか？」	 飛岡　　抗	会員

　みなさん、こんにちは。株式会社ヒグマ
（ソフトバンク帯広中央）を運営しており
ます。飛岡 抗です。本日は大切な時間を
頂きまして卓話をさせて頂きますことに
感謝申し上げます。 

　実は今回ソフトバンク側へこのような卓話依頼されまし
たと報告しました。その時、社長一人で大丈夫ですか？そし
て上枝課長に是非お手伝いをさせて下さいと言われまし

た。先程ご挨拶頂いた山本部長とは10年来のお付き合いで、
普段中々会える方で無いのでご挨拶を引き受けて頂き大変
嬉しかったです。東京より前泊で本当に遠路遥々ありがと
うございました。また、クラブメンバー内にNTT様・NTTド
コモ様・NTTドコモ代理店様等いる中でのプレゼンとあっ
て失礼な文章・言葉等あればロータリーの友情にてお許し
下さい。 
　さて、今回の卓話テーマ『iPadを検討してみませんか？』
ですが、その前に私より携帯電話・iPadのこれまでの歴史を
簡単にipadにてご紹介させて頂き、今『iPad・iPohoneがなぜ
人気なのか』をお話しさせて頂き、簡単ではございますが、
実機を用いた説明に移らさせていただきます。
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iPadを検討してみませんか?

2013年11月13日
株式会社 ヒ グ マ

ソフトバンク帯広中央（代理店）

代表取締役 飛 岡 抗

歴史から見た情報文化
～iPadが変えるワークスタイル～

1985年

●1985年
電電公社民営化しNTTに。
1985年ＮＴＴが初のポータブル
電話機「ショルダーホン」発売。

その後、1985年に可搬型の
無線電話として肩掛けタイプの
ショルダーホンが登場。重さが
約３Kgもあった。

1989年
●1989年
1989年 DDIセルラー（現au）が初
の超小型携帯電話機「モトローラ・
マイクロタック」発売。

NTTドコモ（1992NTTから分離独
立）も同様の小型携帯電「mova」
を開発して対抗した。

1994年
●1994年
携帯電話機の売り切り制開始。これ以前はレンタルで
ケータイ端末を契約していた。

4月にデジタル1.5GHz PDCサービスが首都圏で開始され、
10月にドコモ関西・ドコモ東海が1.5GHz PDCサービスを関
西・東海エリア で開始。

デジタルホングループ（当時・現ソフトバンクモバイル）、ツー
カーグループ新規参入。

競争はさらに加速され、結果として携帯電話が広く一般に普
及する下地が作られた。

2000年
●2000年
DDIセルラー・IDO、アナログ (TACS) 方式終了。
これによりアナログ方式は全キャリアでサービス終了。
J-PHONE（現ソフトバンクモバイル）から携帯電話では初のカメラ
付き携帯電話が発売される。
●2001年
KDDIが株式会社エーユーを吸収合併。
NTTドコモ、自社開発の第三世代携帯電話であるW-CDMA方式
「FOMA」開始。

Ｊフォン、シャープは、J-SH04のキャンペーンで撮影した画像を電
子メールに添付できる「写メール」サービスを開始。

●2003年
ドコモは動画メール（ｉモーションメール）ができるFOMAを発売。

J-フォン株式会社、ボーダフォン株式会社に社名変更。

歴史から見た情報文化を探る

1970年代

日本万国博覧会の「電気通信館」で展
示実演された電話線不要のワイヤレス
フォンと思われる。
重量は約550gで、この時、電気通信館
では「カラーテレビ電話」も登場した。

ケータイ電話の一番最初の方式はア
ナログ方式で自動車電話。

1987年
●1987年
1987年 NTT、ショルダーホンより小型
化した携帯電話機発売。現在のように

、手のひらに乗るようなハンディタイプの

無線電話が市場に出てきたのは、1987年。

ここでようやく携帯電話と呼ばれるように
なった。

初期の頃の携帯電話(TZ-802型)は重さ
が約900gもあった。サイズ
120mmX42mmX180mm(高X幅X厚)。

1992年

●1992年
NTTよりNTT移動通信網各社
（現NTTドコモ）へ移動体通信事
業移管（分社化）。

●1993年
NTTドコモ、初のデジタル方式
（PDC）携帯電話開始。

199９年
●1997年
デジタルホングループ、携帯電話初のショートメッセージサービス「スカイウォー

カー」導入。
各社で次々にショートメールサービス開始。
（NTTドコモ→10円メール、IDO→プチメール、J-フォン→Sky Walker）

●1999年
1月1日午前2時をもって携帯電話・PHSの番号11桁化。
デジタルホン・デジタルツーカーグループが統合しJ-フォングループに。社名も「J-
フォン」を冠したものに変更。

携帯電話からのインターネット接続サービス（携帯電話IP接続サービス）開始。

iモード」、「EZweb」、「J-スカイ（現Yahoo!ケータイ）」。
12月には iモード契約数が300万台を突破。

J-フォンより初のカラー液晶端末が発売。

2003年

• ●2003年
ドコモは動画メール（ｉモーションメール）が
できるFOMAを発売。

J-フォン株式会社、ボーダフォン株式会
社に社名変更。



　終わりになりますが、今回の機会を与えて頂いたプログ
ラム委員会酒井さんを始め委員会のみなさんに敬意を表し
ますとともに、本日ここにお集まりの皆様のますますのご
活躍、ご健勝を祈念申し上げ、卓話でのお礼の言葉とさせて
いただきます。 
　本日はありがとうございました。 

例会日 /水曜日	12:30 〜 13:30　　例会会場 /ホテル日航ノースランド帯広　TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日　●認証番号 /3820　●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
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●発行 / クラブ広報
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↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

■会務報告	 小田　　剛	幹事
①帯広RC、第1回ロータリー情報寺子屋開催のご案内
　日　時　11月13日（水）午後6時30分
　場　所　十勝ガーデンズホテル
　会　費　3,000円
②帯広RC、年次総会開催のご案内
　日　時　12月　4日（水）午後0時30分（例会時）
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
③帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　11月22日（金）午後6時30分
　場　所　北の屋台
④帯広南RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　11月25日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑤帯広西RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　11月28日（木）午後6時30分
　場　所　北の屋台
⑥帯広北RC、11月29日（金）の例会は、休会と致します。
⑦帯広RAC、例会開催のご案内
　日　時　11月21日（木）午後7時30分
　場　所　ホテル宮崎
　内　容　○○はどんな国？（国際奉仕委員会）

■委員会報告
・ニコニコ献金	 親睦活動委員会
白石　俊之 会員
　また入院し元気になりましたのでニコニコをいたしま
す。今回は呼吸困難で体重調整のため強制入院です。こんな
ことではなくお目出たいことでニコニコしたいものです。
中田　隆三 会員
　釧路北クラブより同級生の高橋会員と渡辺会長の友人、
本間会員の親子二人のわざわざのご来訪、有難うございま
した。
佐藤　幸宏 会員
　本日18：30より十勝ガーデンズホテルに於いて2013〜
2014年度　第一回寺子屋を開催させていただきます。よろ
しくお願いします。
飛岡　　抗 会員
　本日、プログラムを担当します。よろしくお願いします。

・出席報告	 出席委員会
11月13日例会　　
　総数90名　免除会員5名　主席者56名　うち免除会員1名
10月23日例会
　メークアップを含む出席者数及び出席率72名　85.7%
10月の出席率は84.7%

■お誕生祝い
横尾　俊輔 会員
■ご結婚祝い
奥原　　宏 会員　　工藤　　稔 会員
■配偶者様お誕生日祝い
小白　智志 会員　　廣田　　誠 会員　　工藤　　稔 会員

■次週のプログラム予定
11月20日（水）「国際奉仕ってなに？」 世界社会奉仕委員会
 佐藤　真康 会員

2006年
• ●2006年
モバイルSuica JR電子マネー「Suica」対応開始。

1セグメント放送「ワンセグ」開始。
携帯電話不正利用防止法が全面施行。

ボーダフォン株式会社、ソフトバンクモバイル株式
会社に社名変更および、

HSDPA運用開始 番号ポータビリティ制度開始。

2009年

• ●2009年
3月30日、文部科学省が、
公立小中高校への携帯
持込を原則禁止する通達
を全国の教育委員会に出
した。

iphone3Sの販売を開始
6/26

お子さまが携帯電話を利用するようになっ
たきっかけは何でしたか？

2011年
• ●2011年
• iphone4Sを販売開始 10/14 
• ●2012年
総務省が800MHz帯域の周波数整理
を行う。

• ソフトバンクが900 MHzの一部（５Ｍ
Ｈｚ）を使用したＷ－Ｃ ＤＭＡ方式に
よるサービス開始 7/25

• ソフトバンクがiphone5の取り扱いを
開始 9/21 
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2007年

• ●2007年
1月末、携帯＋PHS契約台数が1億台を超える。
12月末、PHSを除き携帯電話だけで加入台数が1億台
を超えた。

• ●2008年
• ソフトバンク呼び出し音全国サービス開始10/1
• ソフトバンク米国アップル社とiphoneの国内販売契約を
結ぶ6/4

• ソフトバンクiphone3G販売を開始7/11

2010年

• ●2010年
ソフトバンクが ipadの国内独占販売
を開始 5/28

• iphone4の販売開始 6/24

2013年

●2013年

iphone5C 5Sの取り扱いを
開始 9/20  現在に至る


