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ITCA憲章

会員の事業環境は、従来のモノへのサービス（ハードの構築・保守）に加え、ヒトへのサービス（ICTツールや情報の
活用）が求められる時代へと変化しています。 この情報化社会の進展による経営環境の急激な変化を真摯に受け止め、
協会の目指す未来が、行政機関及び関係団体等の理解を得て、特に会員の中心的顧客である中堅・中小企業の ICT活用
に貢献することを通じ、日本経済の発展、文化の形成に寄与する団体（会員）であることを明確にするため、ITCA憲章
を定めます。

情報通信設備協会及び会員は、情報化社会が進展する中で、ICTを通じて中堅・中小企業の自由闊達な展開と
繁栄に寄与し、中小企業憲章の理念を尊重しつつ、日本経済の発展、文化の形成に貢献します。

1.会員は、企業の個性と独創性を実現する ICTとソリューションのサービス提供を図り、企業の発展に寄与
します。

2.会員は、時代とニーズをリードする技術とサービスの革新を図るため、能力研鑽によって進化し、エンド
ユーザーの期待に応えます。

　　
3.協会は、各種教育研修、新サービス・ 新技術に関する調査研究などの取組みを推進し、会員の技術力・サー

ビス力の向上を支援します。

4.協会は全国10か所の地方本部と共に、情報技術とサービスの革新に向けて、電気通信事業者、ソフト・ハー
ドメーカー、及び関連業界団体、商工会議所等の経済団体との連携を深め、中小企業に対する国等の育成支
援策も踏まえて、活力ある企業の繁栄に寄与します。

ITCA 憲章
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FRONT VOICE

　去る6月12日（水）の本年度本部総会に併せて開催

された理事会において理事長を拝命し、重責に身の

引き締まる思いですが、理事長就任にあたり一言ご

挨拶申し上げます。

　まず初めに、前理事長の佐々木茂則様には、理事

長在任5年の間、一般社団法人への移行による新た

な協会体制の確立、ITCA憲章を制定し会員による

中堅・ 中小企業の ICT化の推進を明確化、会員企業

の高度な技術と知識を認定する LAN認定制度の設

立等々、多くの改革を実行され、協会並びに会員企業、

情報通信業界の発展に多大な貢献をなされたことに

尊敬と敬意を表します。

　さて、昭和28年に社団法人全国ピー・ビー・エッ

クス設備協会として設立された本協会は、端末設備

の民間開放、電電公社の本機開放、端末機器の売切

りと公正販売の問題、分散型 PBXの販売、NTTの民

営化、ネットワークのブロードバンド化と IP化、そ

れに伴う急激な技術革新など様々な試練を経て、昭

和37年12月に全国電話設備協会、平成3年に情報通

信設備協会へと名称を変えるとともに、平成24年に

は社団法人から一般社団法人へと法人格を変え、間

もなく60歳を迎えようとしています。この間、会員

の皆様方や行政、各キャリア、各メーカーや関連団体、

関連業界の皆様方から頂きました暖かい御支援、御

協力に、深く感謝を申し上げます。

　バブル崩壊後の日本は長い不況が続き、会員企業の

多くは危機的経営が続いてまいりましたが、昨年誕生

した新政権による経済政策への期待に加えて、世界経

済の緩やかな持ち直しと日本経済の緩やかな回復が

見込まれ、情報通信業界にとっても設備投資や ICT

化に大いに期待を寄せているところであります。

　この様な厳しい経済状況の中、当協会の会員数は、

昭和61年3月の1475社をピークに、本年3月には668

社まで減少し、会員増強による組織の立て直しが緊

急の課題となっています。

　そのために、今後は6月12日の第59回総会でご承

認いただいた平成25年度事業計画は勿論のこと、そ

の他の事業についても可能な限り会員の皆様のご意

見をいただき、情報の共有を図りながら展開してい

きたいと考えております。

　情報通信設備協会を取巻く巌しい環境を乗り越え、

100年後に向かって、ITCA憲章で謳う「会員への支

援、中堅・ 中小企業の ICT化への貢献」を合言葉に、

情報通信設備業界のリーダーとして積極的な事業を

展開し、会員及び情報通信設備業界並びに協会の発

展のために活動を推進してまいりますので、一層の

ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心からお願い申し

上げます。

一般社団法人情報通信設備協会
新理事長　井 上   剛 毅

理事長就任のご挨拶
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業界ニュース　4月 

1日（月） LIXIL、電気だけでなく水道とガスにも対応の住宅用見える化システムを発売
日経産業 分電盤に組み込んだセンサーや、ガスや水道のメーターから信号を取得して、タブレット端末で使用量を確認できる。

1日（月） NECビッグローブ、家族で併用できるLTE対応SIMカードを販売
日経産業 NTTドコモの回線をMVNOとして利用し、SIMカード3枚を提供。家族で併用でき、総額で月額5980円。

2日（火） シスコシステムズ、日本のサーバー市場でも攻勢
日経産業 通信機器で独占的シェアを握ってきたが、2009年に発売したサーバーの納入拡大により、総合IT企業への脱皮を加速する。

3日（水） 東京メトロ、駅構内無線LANを活用した情報配信サービスを全駅に拡大
日刊工業 情報配信サービス「MANTA（マンタ）」では、スマホにアプリを搭載すると最新運行状況や各駅の情報を検索可能。

5日（金） NEC、陸前高田市に公共施設を結ぶ無線網を納入
日経産業 固定電話や携帯電話網を使わない独立した無線通信網を使うため、故障や混雑の影響が少ないのが特徴。

8日（月） KDDI、番号持ち運び制度（MNP）による契約数で首位
日経産業 101万500件の転入超過となり首位。年間で100万件を超えたのは初めて。2位はソフトバンクモバイル。

8日（月） タブレットの世界出荷台数、2017年にPCを抜く　─米ガートナー予測
日経産業 13年のタブレット出荷台数は前年比70%増の1億9700万台となり、17年には4億6700万台と予測している。

9日（火） 国内デジタルサイネージ市場、2017年に1500億円規模に拡大　─野村総研予測
日経産業 駅や街頭などの公共の場から小売店やイベント会場などにも浸透。2011年の約800億円から拡大を続けている。

9日（火） NTTコム、LTE対応のデータ通信用SIMカードを月980円で発売
日経産業 データ通信速度は最大で毎秒112.5メガバイト。高速通信できる容量を1日30Mバイトと制限し、安価に提供する。

9日（火） IIJグローバル、企業向けVPNサービスを中堅企業に拡販
日刊工業 無線LAN機能を搭載したルーターを用い、有線回線の敷設が難しい店舗などでネットワーク環境を構築可能。

10日（水）日立ソリューションズ、災害情報を一斉配信する自治体向けソリューションを販売
日経産業 一つの形式で入力した災害情報をパソコンや携帯電話、テレビなど多様な端末に一斉配信が可能。

10日（水）日本マイクロソフト、サポートが1年後に終了するXPから新OSへの切り替え促進
日経産業 3世代前のOSであるXPだが、なおもパソコンの4割で利用されている。割引制度などで新OSへのアップグレードを促進する。

12日（金）2012年サーバー国内出荷台数、仮想サーバーが急増　─IDC調査
日経産業 仮想化技術の普及により、仮想サーバーの台数が実際のサーバー台数を初めて上回った。

16日（火）Wi-Fi利用可能な場所が拡大し、国内で70万ヶ所を超える
日経産業 基地局を使った位置情報などのサービスも多様化し「Wi-Fi経済圏」が拡大している。

16日（火）NTTドコモ、Wi-Fi接続用の純正タブレットを発売
日経産業 同社が提供するコンテンツ市場をホーム画面に設定。キャンペーン価格で1万円弱で提供する。

17日（水）2012年国内データセンター新設投資額、前年比11.5%増　─IDCジャパン調査
日経産業 東日本大震災以降、災害に強い情報システムを構築しようとする企業が積極的にデータセンターを活用していることが要因。

18日（木）スマートTV、CATV・固定電話各社・携帯電話各社で顧客獲得戦が激化
日経産業 自宅のテレビをインターネットにつなぎ、映画やニュースなどを閲覧できるスマートテレビで顧客囲い込みを急いでいる。

23日（火）国内IT市場、17までの年平均成長率は横ばい　─IDCジャパン予測
日経産業 13年のIT市場は13兆8771億円で、12年比でマイナス0.1%の微減。17年市場規模は13年比0.5%増と予測している。

24日（水）通信機器をソフトで簡単に制御する技術「SDN」を活用するサービスが拡大
日経産業 通信機器運用費が下がり、クラウドシステムの効率化も図れるため利用拡大が見込まれる。今後300億円の市場規模とされる。

26日（金）KDDI、auのメール障害の原因を人為的ミスと発表
日経産業 システム更新の作業中に、作業手順書にミスがあり、障害が発生した。
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日銀風に言えば「異次元の刺激策」となるだろうか。日本マ
イクロソフト（MS）は9日、3世代前のパソコン用基本ソフト

（OS）「ウィンドウズXP」のサポートを1年後に終え、新OSヘ
の切り替えを促すと発表した。全世界でXPは依然パソコンの
4割を動かす現役で、利用者に不満が広がる恐れもある。ウィ
ンドウズの生き残りをかけた試みはかつてない領域に踏み込
む。
「新しい製品へ移行してもらえるよう会社を挙げて支援す

る」。都内で記者会見した日本 MSの樋口泰行社長は XP利用
者に、サイバー攻撃などへの備えが手厚い OSヘのアップグ
レードを訴えた。電話相談や最大15%の割引制度を紹介した。
他国でも同様の取り組みをするという。

米調査会社によると、パソコン用 OSで XPが39%のシェア
を持つ。後継OSの発売の遅れや利用者の多さを理由にサポー
ト期間を通常より延長、すでに11年を超すが、曰本企業に限
ればいまも利用数トップのOSだ。

スマートフォン（スマホ）やタブレット（多機能携帯端末）に
IT（情報技術）機器の王座を奪われたパソコン。MSなど関連企
業にとって需要喚起は喫緊の課題だ。もちろん安全対策は大
切だが、それでも今回の措置は荒っぽさを否めない。

サポート終了で XPに引導を渡し、利用者に新 OS購入を迫
る手法は、いわばイソップ寓話（ぐうわ）の「北風」だ。わざわ
ざ会見を開き、改めて説明の機会を設けたのも影響の大きさを
自覚してのことだろう。

本来ならビスタ、7、8と続いた OSの魅力が「太陽」となり、
自然にXPからの乗り換えが進むのが理想だが、タッチ操作や
アプリ配信などコンピューター利用の新スタイルはスマホな
どが先行。目新しさを欠くウィンドウズを買う理由はかつて
ほど明確でない。

振り返れば、XPのデビューは印象的だった。
「利用者とパソコン産業にとって偉大な日だ」。2001年10月、

米 MSのビル・ゲイツ会長は発売イベントで宣言した。場所
は同時テロ直後の二ューヨーク。市民を勇気づけようと市長
だったジュリアーニ氏も駆けつけ「XP発表の場として完璧」と
応じた。MSが強い米国、ウィンドウズがイノベーションの象
徴と言えたころだ。

一方で構造変化も始まっていた。ゲイツ氏が二ューヨーク
の舞台に立つ2日前、米アップルのスティーブ・ジョブズ最高

経営責任者（CEO、当時）は携帯音楽プレーヤー「IPod」を発表
した。パソコンの次の時代への種まきだ。04年には米グーグ
ルが上場し、ネット経由でさまざまなサービスをタダで提供
し旋風を巻き起こす。ソフト阪売で帝国を築いた MSへの挑
戦だ。

MSも徐々に余裕を失っていたのかもしれない。ゲイツ氏へ
のインタビューで「無料ソフトの攻勢がすごい。どう思うか」
と質問すると、「MSは追い込まれていない。具体例を示せ」と
激しく反論された記憶がある。MSにとってショックに違いな
い出来事は最近もあった。

フェイスブックよお前もか――。マーク・ザッカーバーグ
CEOは4日、友人が投稿した写真やコメントを見やすくするス
マホ用アプリを披露した。対応するのはグーグルの OS「アン
ドロイド」。有力ネット企業では自社タブレットにアンドロイ
ドを採用した米アマゾン・ドット・コムに次ぐ動きだ。フェ
イスブックはMSから出資を受け、広告や検索で協力関係にあ
る。ザッカーバーグ氏は「名門ハーバード大学を中退し、20歳
そこそこで起業」という経歴もゲイツ氏とそっくり。だが、重
視するスマホ戦略の土台にはグーグル技術を選んだ。大先輩
の会社のOSは素通りだ。

スマホなどでも出遅れ、ウィンドウズの影が薄れるなか、
MSはおきて破りの手を打ち続けている。12年10月にはソフ
ト特化の路線を修正しタブレットを発売。2月には株式の非
公開化を固めた米デルヘの20億ドルの融資を決めた。広くあ
まねくメーカーとつき合う協調路線が壊れるリスクをおかし、
ウィンドウズの居場所の確保に必死だ。

米誌フォーチュンは8日号の特集記事でゲイツ氏とジョブズ
氏のライバル関係を取り上げ、モバイルで成功したジョブズ
氏を「勝者」とした。ただウィンドウズで ITを大衆化したゲイ
ツ氏の歴史的功績も大きい。憎らしいほど強い MSを打ち負
かそうと、アップルやグーグルが奮い立ち、イノベーション
の原動力になったのは確かだ。

歴史のページはさらにめくられ、いまウィンドウズは「必須
アイテム」の選択肢からこぼれ、MSバッシングが現実となり
つつあるようにみえる。日銀の緩和策は市場を沸かせた。だ
が MSによる北風はパソコン離れをあおる懸念もある。XPの
サポート終了は14年4月9日（日本時間）。陰る MSには1日も
ムダにできない1年になる。

ウインドウズ XP サポート1年後終了　陰る MS 北風戦略の賭け
3世代前 OS なお4割利用　乗り換え強いる PC離れの懸念

4月10日（水）
日経産業

調査会社の IDC ジャパン（束京・千代田）は 16 日、2012
年の国内データセンター新設投資額を発表した。前年に比べ
11.5%増の 2157 億円と 10 年の調査開始以来、過去最高を更新
した。東日本大震災以降、災害に強い情報システムを構築し
ようとする企業が積極的にデータセンターを活用しているこ
とが要因とみられる。投資拡大を支えているのが、クラウド
サービスなどを提供する事業者のデータセンター。投資額は
1313 億円と全体の約 6 割を占め、前年より 15・5%と大きく
増えた。製造業や流通業などは、情報システムを自前で構築
するよりもデータセンター事業者に運用を委託する企業が増
えており、今後もこうした傾向は続きそうだ。
　一方、金融機関などが自社のために構える企業データセン
ターは 844 億円で 5・8%増えた。17 年までの全体の投資額は
年平均 3.4%の成長が続き、17 年には 2552 億円に拡大すると
予測している。

　IDC ジャパンはデータセンター市場の競争が激化するのに
伴い、今後は施設の建設コスト削減が課題になるとみている。

国内データセンター　新設投資額、昨年11.5%増
企業、災害に備え積極活用

4月17日（水）
日経産業
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業界ニュース　5月

1日（水） 携帯3社の2013年3月期決算、NTTドコモ以外は増収増益
日刊工業 「iPhone5」を昨年9月に発売したKDDIとソフトバンクは増収増益。解約防止の販促費用がかさんだドコモが増収減益となった。

2日（木） 東京電力、スマートメーターのシステム構築に東芝とNTTデータを採用
日刊工業 通信システムを東芝が構築し、運用管理システム構築をNTTデータが行う。

8日（水） 富士通子会社、企業内ネットワークの有料保守サービスを拡大
日経産業 サービス拠点の機能を見直し人員を倍増。保守契約を結んでいない顧客の相談にも対応し、新規契約獲得につなげる。

8日（水） 昭和電線ケーブルシステム、重さ半分以下の超細径光ファイバーケーブルを発売
日経産業 NTTアクセスサービスシステム研究所との共同開発で、敷設スペース削減に加え、空中での張力維持なども容易になる。

8日（水） 携帯各社、LTEサービスで「つながりやすさ」を巡る争いが激化
日刊工業 データ通信量が急増し、つながりやすさがこれまで以上に各社の評価に直結するため、基地局増設やエリア拡大を急ぐ。

9日（木） 家庭用無線LANルーター各社、高速化をめぐる競争が激化
日経産業 次世代規格「IEEE802.11ac」ドラフト版に対応し、毎秒1ギガビットを超える無線LANルータを各社が投入している。

9日（木） 2013年国内サーバー出荷額、5.6%減の4205億円　─IDCジャパン調査
日経産業 クラウドへの移行に伴い、企業がサーバーを集約する動きが進んでいる。

9日（木） 自民党、ICT政策6分野を柱に成長戦略で提言
日刊工業 ICT高度利用による国土強靭化、サイバー攻撃に対向する「情報セキュリティ庁」創設など6分野を提言する。

10日（金）LINE、無料通話・チャットアプリ「LINE」事業で売上高92%増
日経産業 登録ユーザー数が1億5000万人を突破したことに加え、ゲームアプリを相次ぎ投入したことが寄与。

13日（月）富士通、企業の情報システムの状況を立体的に見える化するサービスを開始
日経産業 情報システムの構造を解明し、地図上にビルのように表示。システムの状況を一目で把握可能になる。

13日（月）ソニー、Wi-Fi経由で音楽や映像を再生できるAVアンプ2機種を発売
日経産業 ケーブル不要でパソコンなどからコンテンツを再生可能。「4k」画質にも対応する。

13日（月）NTT東西、法人営業体制を見直し
日経産業 NTT西は法人営業の新会社を設立し、NTT西から従業員1万人を移す。NTT東は日本HPなどと新たに提携をする。

15日（水）NTTドコモ、スマホ夏モデルで昨年比5割減の11機種を発表
日刊工業 機種数を絞り込むことで端末個別の魅力を訴求。サムスン「ギャラクシーS4」とソニー「エクスペリアZR」を一押し機種に。

16日（木）米マイクロソフト、改良版「ウィンドウズ8.1」を年末商戦までに投入
日経産業 ユーザーから寄せられた意見などを反映し、「8」のユーザーを対象に無償配布する。

20日（月）ヤフー、ポータルサイト「ヤフー!ジャパン」で不正アクセス
日経産業 ユーザーIDが最大2200万件流出した可能性があり、国内では最大規模となる可能性がある。

20日（月）日立、中小規模事業所向けビジネスをを発売
日刊工業 電話機と主装置から構成する電話システムで、最大168回線まで対応。スマートフォンを内線として使える機能も備える。

27日（月）マイナンバー法成立で3兆円のIT市場争奪戦
日経産業 2016年1月から始まる同制度が送出するIT市場は民間推定で3兆円とみられ、IT各社の争奪戦が始まる。

29日（水）KDDI、光回線契約で26.5%増　─MM総研
日経産業 スマホとのセット割引を進めた結果、2013年3月末の契約数で前年同期比26.5%増の287万件となった。

29日（木）日本マイクロソフト、「オフィス」搭載の自社開発タブレット端末を発売
日経産業 パソコン用OSの「ウィンドウズ8プロ」を搭載し、日本限定仕様として「オフィス」を標準搭載する。

31日（金）ソフトバンク、NTTの光回線を使うIP電話サービスを開始
日経産業 NTTの光回線「フレッツ光」を使うIP電話はこれまでNTT東西だけが提供していたが、総務省が他事業者の参入を認めたため。
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東京電力は1日、スマートメーター（通信機能付き電力量計）
の通信システムを構築する事業者に東芝、同じく運用管理シ
ステム構築の事業者にNTTデータをそれぞれ選定したと発表
した。原子力損害賠償支援機構と共同で事業者を公募し、最
適な提案を行った2社と同日、基本合意した。

これを受け、東電はスマートメーターを活用したビジネス
を検討する社長直属の「新成長タスクフォース」を同日付で
新設。今夏までには新事業の構想を貝体化する。

通信では 5 社、運用管理では 8 社の提案の中から、書類審
査や外部有識者による審査会などを経て事業者を決めた。東

芝は子会社でスイスのスマートメーター大手、ランディス・
ギアと NEC、NTT グループとコンソーシアムを組み、シス
テムを構築。今年度中に実証を開始し、来年 4 月に商用段階
に移る。一方、NTTデータは東芝、日本ヒューレット・パッカー
ド、日本 GE とコンソーシアムを組み、2015 年 7 月から本格
運用に入る。
　東電ではスマートメーターで得られた「ビッグデータ」を
活用した新事業を検討する。さらに、高齢者の見守りサービ
スやガス・水道との共同検針、納税・社会保障費支払いの宅
内決済サービスなども具体化していく考えだ。

東電「スマートメーター」システム構築　　東芝・NTTデータ選定5月2日（木）
日刊工業

社会保障・税の共通番号（マイナンバー）法が 24 日の参院
本会議で成立した。国民一人ひとりに番号をふり、年金など
の社会保障と納税を 1 つの個人番号で管理する新制度が 2016
年 1 月から始まる。同法が創出する IT（情報技術）市場は民
間推定で 3 兆円。今後 5 年間は国内 IT 市場は 14 兆円弱で横
ばいが続くとみられる中、IT各吐の争奪戦が始まる。
　制度開始でまず需要が出るのが政府のシステム構築案件。
大きく3つある。まず「情報提供ネットワークシステム」の「コ
アシステム」。自治体や企業のシステムをつなぎ、マイナンバー
に関する情報を流通させる要になる。
　2つ目が自治体や企業のシステムとコアシステムの接続部分
にあたる「インターフェイスシステム」、3 つ目が個人のホー
ムページ「マイ・ポータルシステム」だ。年金や介護保険料
の納付状況、所得などに関する本人情報などが確認できる上、
確定申告なども手続きできる。

　このうちコアシステムは「さほど難易度は高くないが関運
するシステムが膨大なため、大規模システムの開発経験が豊
富な IT企業が受託するのが順当だろう」とマイナンバーに詳
しい IT業界関係者は話す。システム開発規嘆は「おそらく数
十億円で完成する」と試算する。

セキュリティーにも注目が集まる。「マイナンバーは先行各
国の仕組みを研究している。コアシステム内ではマイナンバー
は暗号化されて流れる。メガバンク以上の情報セキュリティー
要件を満たす必要がありそうだ」。同関係者は明かす。

マイナンバーで大きな市場となるのが自治体や企業システ
ムの改修だ。自治体はシステム改修のみならず業務の流れを
変えることも要求されそうだ。金融機関などは口座情報にマ
イナンバーを追加するなどの対応に追われそうだ。IC カード
関連の需要も見込める。

マイナンバー法成立　IT、3兆円争奪戦　案件、政府から個人まで5月27日（月）
日経産業

富士通子会社でネットワーク機器販売・工事の富士通ネッ
トワークソリューションズ（FNETS）は、ネットワークを構
築した企業や官公庁に対する有料の保守サービス事業を拡大
する。サービス拠点の機能を見直し人員も倍増。保守契約を
結んでいない顧客の相談にも対応し、新規の契約獲得につな
げる。保守サービスの売上高を 2016 年 3 月期に現在の 2・5
倍の 300億円に引き上げ、収益の柱に育てる。
　親会社である富士通の小山工場（栃木県小山市）内にある
FNETS のコールセンターの機能を見直し、「カスタマーサー
ビスセンター」に格上げした。システムエンジニア（SE）や
工事、営業などの専門知識を持つ人材を新たに配置し、3月末
に60人だった人員を今後3年で 2倍の 120人規模に増やす。
　従来のコールセンターは、社内ネットワークを構築した企
業や官公庁のうち、有料の保守契約を結んでいた顧客への
対応しかしていなかった。カスタマーサービスセンターは
FNETSや富士通のネットワーク機器やサービスを購人した顧
客すべての相談窓口として開放する。電話の本数は 2 割程度
増えると想定している。
　センターは 24 時間 365 日態勢で顧客からの様々な問い合わ
せに対応する。様々な顧客が抱える様々な要望や問題点、技
術情報を幅広く集める。顧客情報を一元し、営業部門など全
社で共有することでサービス品質の向上と商談機会の増加に
つなげる。既存客を囲い込むほか、顧客への提案力を高めて
新規の保守契約の獲得にもつなげたい考えだ。

　有料の保守契約はネットワークで不具合が生じた場合に、
数時問で人員を派遣するなどきめ細かなサービス対応が特徴。
ただ企業や官公庁は費用負担の増加を嫌って有料の保守契約
を結んでいないケースが多いという。

FNETSは企業や官公庁内の通信量が増加するなかで、ネッ
トワークの維持とトラブル時の早期復旧の重要性が増し、保
守サービスのニーズが高まると判断。機器の販売・工事だけ
でなく、保守サービスで毎月の定期収人を得るビジネスヘの
転換を進める。
　FNETS はネットワーク機器の販売・工事の国内大手。16
年3月期の売上目標を現在の約2倍にあたる1000億円を目指す。

企業内ネットワーク　　有料保守サービス拡大
富士通子会社　　窓口の人員倍増

5月8日（水）
日経産業
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地方本部だより

　関西地方本部では、他地方本部には見られない関西特有の年間事業として、会員企業の社員の生涯のパートナー
探しをお手伝いする「ブーケの会」（合コン ?）を開催しています。
　「ブーケの会」は地方本部の福祉事業として、会員企業の社員はもちろんのこと会員以外の希望者も参加可能で、
各回のイベントは会員や参加者のからの企画提案により実施し、毎回、計画と結果が関西地方本部の機関誌「協
会報 Kansai」及びホームページ（http://www.itca.or.jp/kansai2/index.htm）に「ブーケの会イベントだより」
を掲載して、皆様にお知らせしています。

ブーケの会のご紹介 
関西地方本部 通信員　新田 政昭

■「ブーケの会イベントだより」

■イベントの報告　豊国神社の花見茶会
　平成25年 4月 7日（日）、大阪城内にある豊国神社で花見茶会を行
いました。曇り空の中、風も強くあいにくの天候でしたが、参加者に
とっては楽しい一日となりました。

［内容〕　11時 JR森之宮駅 中央改札口に集合
　　　　11時30分 ~12時30分 豊国神社でお茶会。
　　　　12時30分 ~15時 大阪城西の丸庭園で昼食談笑
　　　　15時　 現地解散
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　一般社団法人情報通信設備協会（本部）の第59回
定時総会は、6月12日（水）午後2時30分から東京都
港区芝公園のメルパルク東京で開催されました。日
本列島には前日から台風が接近しており、当日も朝
から西日本では風雨が強く、東日本でも雨が降るあ
いにくの空模様でしたが、幸い総会開始前には雨も
上り、大勢の会員にご出席いただいて総会が始まり
ました。
　総会の冒頭、司会者の鈴木（潔）理事から、出席会
員数は、当日出席者数53名、委任状提出者数423名、
計476名で、定款17条第1項の規定により総会の定足
数を満たしているので本総会は成立するとの報告が
あり、引き続き定款15条の規定により佐々木理事長
が議長となって、次のとおり各議案を審議しました。

（1）議事録署名人の選出について
　定款19条第2項の規定により、本総会議事録は議
長のほか議事録署名人2名を選出することになって
いるため議長が諮ったところ、議長に一任されて次
の2名を指名した。
　大輪堅一（理事・関東地方本部会員）、宮川欣丈（理
事・関東地方本部会員）
（2）「第1号議案　平成24年度事業報告」、「第2号
議案（1）平成24年度決算報告」、「第2号議案（2）
平成24年度監査報告書」について

　「第1号議案」、「第2号議案（1）（2）」はそれぞれ関
連するため、一括して岩本専務理事が議案書に基づ
き詳細に説明した後、鈴木功一監事が監査結果報告
を行い、議長が議場に諮った結果、異議なく承認さ
れた。
（3）「第3号議案　平成25年度事業計画」、「第4号
議案　平成25年度収支予算計画」について

　「第3号議案」、「第4号議案」はそれぞれ関連する

ため、一括して岩本専務理事が議案書に基づき詳細
に説明し、議長が議場に諮った結果、異議なく承認
された。
（4）「第5号議案　役員の選任」について
　「第5号議案」について、岩本専務理事が、理事2
名の辞任に伴う理事2名の選任及び補欠理事の選任
について詳細に説明をし、議長が議場に諮った結果、
異議なく承認された。なお被選任者は全員即時就任
を承諾した。
（5）平成25年度第2回理事会の開催
　理事2名の選任が承認されたことにより、総会を
一旦休憩して別室において平成25年度第2回理事会
を開催して、定款21条の規定により理事長を選出し、
総会再開後、議場に報告した。
（6）以上をもって、第59回定時総会の議事をすべて

終了し、議長が閉会を告げた。
（7）その他
　議案審議終了後、10年以上役員として協会業務の
円滑な運営に尽力されている金澤昇氏（関東地方本
部）、今井秀昭氏（関東地方本部）、天野正彦氏（四国
地方本部）を会長表彰するとともに、この度退任さ
れた佐々木茂則理事長（本部）、辰川伸一理事（北陸
地方本部）の2名に、これまでの協会活動の功績に対
して網谷会長から感謝状が贈呈された。

第59回定時総会模様

イベント報告

総会会場模様 議事を進める佐々木理事長

役　職 氏　名 推薦組織 勤務先
理事長 井上　剛毅 本部 英工電機株式会社
理 事 松山　　仁 関東地方本部 日本通信設備株式会社
理 事 田中　優治 北陸地方本部 かがつうシステム株式会社
補欠理事 小口　智之 信越地方本部 丸登電業株式会社
補欠理事 嶋田　泰嗣 北陸地方本部 北陸通信工業株式会社
補欠理事 竹内　　聰 東北地方本部 東日本通信機器株式会社

■ 新たに選任された役員
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　6月12日（水）の第59回定時総会終了後、午後5時
30分から東京都港区芝公園のメルパルク東京におい
て、会員の皆様をはじめ、日頃、ご指導ご鞭撻をい
ただいております衆議院議員 左藤 章様、総務省総合
通信基盤局電気通信事業部長 安藤 友裕様並びに関
連団体、通信事業者、メーカー、賛助会員等、多数の
ご来賓の皆様にご出席いただき、盛大に第59回定時
総会懇親パーティーを開催いたしました。
　当協会の佐々木 前理事長及び井上 新理事長の挨
拶、ご来賓の皆様のご挨拶に続いて、（一社）情報通
信エンジニアリング協会会長 髙島 元様の乾杯のご
発声を合図に、賑やかに懇親パーティーがスタート
いたしました。

（1）情報通信設備協会 会長　網谷 駿介　ご挨拶
ご紹介いただきました網谷でございます。一言ご

挨拶申し上げます。本日は大変ご多用中、衆議院議
員の左藤 章先生、総務省総合通信基盤局 安藤電気通
信事業部長様、情報通信エンジニアリング協会 髙島
会長様、NTT持株会社代表取締役副社長の片山様を
はじめ、多数のご来賓の方々にご臨席いただきまし

て誠にありがとうございます。
当協会は今日第59回目の総会を数えました約60

年の歴史と伝統を誇る協会・ 団体であり、昨年、総
務省様のご支援をいただきながら、一般社団法人と
して再出発をして一年が経過したところでございま
す。申し上げるまでもなく、ICTは今や社会経済活
動の根幹を成し、一瞬の寸断も許されない極めて重
要な社会インフラになっております。私ども協会の
会員企業の皆さんは、最新の ICTソリューションを
中堅・ 中小企業にご提供することにより、経済活動
の底辺を支えさせていただいていることを自負して
おります。

ご承知の通り、この世界は技術変化が大変激し
く、やっと日本も総務省様、通信事業者様のご努力で、
固定ブロードバンドが完成に近いところまでやって
きたわけでございます。私どもは、その上に通信設
備を設置したり保守をし、或いはサービスをしたり
メンテナンスをすることに力を注いでいるわけでご
ざいますが、最近はモバイルやクラウド、或いは猫
も杓子もビッグデータやオープンデータと騒がれ
ていますので、ついていくのが大変な世界でござい
ます。また ICTは、最近は構築だけでなく利活用す
る世界に入ってまいりまして、我が国が抱える教育、
医療、福祉、環境、エネルギー問題、そういう社会
的課題の解決に利用されるようになって、ますます
その範囲を広げているところでございます。

協会といたしましては、会員企業の皆様が先端技
術にキャッチアップをして、最新の技術、最適のソ
リューションを企業のお客様にご提供し、それを
また協会として支援をさせて頂く中で、業界の成長、
発展に全力を尽くして取組んでいく所存でございま
す。今後とも総務省様をはじめ、通信事業者の皆様、
メーカーの皆様、或いは関係団体の皆様のご支援・
ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。

本日の総会後の理事会で理事長が交代をしており
ます。いままで理事長を5年務めていただきました
佐々木理事長におかれましては、協会の活動全般に
わたる改革、推進を進めてきていただき、特に LAN
の認定制度の確立、或いは ITCA憲章という格調の
高い憲章を制定されるなど大変なご尽力をいただき
ました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
また新理事長に就任されました井上様におかれまし
ては、今まで長く関東地方本部の本部長を勤められ、
今回、協会会員の総意で理事長に就任していただく
ことをお願いし、お引き受けいただきました。この
変化が激しく且つ不確実な時代の協会の運営は、大
変困難なものになろうかと思いますが、お名前のご
とく剛腕を振るって頂きたいと思います。

第59回定時総会懇親パーティー模様

司会の山田理事 網谷会長の挨拶

日　　時　平成25年6月12日（水）　午後5時30分〜
場　　所　メルパルク東京　5F　瑞雲の間
 　　　　　（敬称 :略） 
進行次第　司会 理事 山田　恭朗
　　　　　協会挨拶　 会長　　　　 網谷　駿介
 前理事長　　 佐々木茂則
　　 新理事長　 井上　剛毅
　　　　　来賓挨拶　 衆議院議員　 左藤　章
 総務省 総合通信基盤局
　　　　　　 電気通信事業部長 安藤　友裕
　　　　　乾杯 （一社）情報通信エンジニア
 リング協会 会長 髙島　元
　　　　　中締め　 副理事長 井上　新一
　　　　　閉会
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最後になりましたが、本日ご臨席の皆様のご多幸、
ご発展をお祈りして私のご挨拶に代えさせていただ
きます。本日はありがとうございました。

（2）情報通信設備協会 前理事長　佐々木 茂則　
　  ご挨拶

本日は多数のご出席を賜り、先ほど定時総会も無
事終了させていただきました。誠にありがとうござ
いました。先ほどご紹介がございましたが、この度、
理事長を退任させていただくにあたり、一言ご挨拶
を申し上げます。

理事長在任の5年にわたり、総務省様はじめ関係
団体の皆様、また賛助会員の皆様のご理解・ご支援、
そして会員の皆様の大変なご理解・ご協力に大変感
謝をしており、お世話になりました。ありがとうご
ざいました。

今日で役目が終わったわけでありますが、私がこ
の協会を思いますに、私どものお客様にあたる中小
企業の皆さん、この中小企業に対しましては行政の
ほうでも期待をかけておられ、中小企業が日本経済
の活力の源泉であると中小企業基本法でいわれてお
ります。また当協会では、この中小企業基本法と
中小企業憲章の理念を尊重して、先ほど会長から紹
介がございましたが ITCA憲章を制定いたしました。
この ICT活用に貢献することによって中小企業の
発展に寄与する団体であることを信念として努力し、
関係機関並びに賛助会員各位と有効且つ良好な関係
を進めることにより、協会の未来は永遠であると私
は信じます。

さて、井上新理事長をご紹介申し上げますが、井
上さんは私とも大変親しい関係にございます。平成
4年に関東の理事に就任されてから本部長の経験を
含め、実にこの協会の指導的立場を21年なさってお
られ、協会の発展にご尽力されました。私が申し上
げるまでもなく、この実力、経験は皆様ご承知のと
ころであり、先ほど会長のお話にありましたように、
このニューリーダーによって、この協会がますます
発展することを祈念してやまない次第であります。
す。乾杯 !　ありがとうございます。

（3）情報通信設備協会 新理事長　井上 剛毅　
     ご挨拶

この度、理事長に就任しました井上でございます。
本日は左藤衆議院議員、総務省の安藤電気通信事

業部長、情報通信エンジニアリング協会の髙島会長、
日本電信電話株式会社の片山代表取締役副社長をは
じめ、多くのご来賓の皆様にご列席を賜りまして本
当にありがとうございます。

先ほどご挨拶がございましたが、佐々木理事長に
は、これまで高い見識を持って協会をリードして下
さいました。そして後任の私には誠にご懇篤なるご
紹介をいただきました。私がそのあとをお引き受け
するには、あまりにも力不足と自認しております。
しかしながら、ご来賓の皆様、会員の皆様、そして
役員の方々のお力をお借りしながら、なんとか頑
張っていかねばと、一大決心のもとにお引き受けし
た次第でございます。

協会を取り巻く環境は誠に厳しいものでございま
すが、皆様のご支援を仰ぎながら、微力ではござい
ますが、会員の皆様並びに協会の発展に向けまして
努めてまいる所存でございます。
　何卒宜しくお願い申し上げましてご挨拶といたし
ます。ありがとうございました。

（4）総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部長　
      安藤 友裕様　ご来賓挨拶

ただいまご紹介を賜りました総務省の安藤でござ
います。本日は懇親パーティーにお招きを賜り誠に
ありがとうございます。早速ではございますが、一
言ご挨拶を申し上げたいと思います。

まずは第 59 回情報通信設備協会様の定時総会が
滞りなく執り行われ、また、懇親パーティーがこの
ように多くの皆様のご臨席の中、盛大に開催されま
すことを心よりお喜び申し上げます。また、網谷会
長様はじめ情報通信設備協会の会員の皆様には、常
日頃より総務省の情報通信行政各般にわたりまして
格別のご理解とご協力を賜り、この場をお借りしま

ご来賓の左藤 衆議院議員 ご来賓の安藤 総務省 電気
通信事業部長

新旧理事長の握手
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して心より厚く御礼申し上げる次第でございます。
改めて申し上げるまでもなく、情報通信の分野は、

進展する新技術を次々に取り込みながら大きく発展
してきているところであり、今日、我が国 GDP の
10%、一割を占める最大産業にまで成長するととも
に、我が国の経済発展を大きく牽引し、また、国民
生活の利便性の向上と、様々な分野で大きな効用を
もたらしてきているところでございます。この発展
の基盤となってきたのは、技術革新が進展するなか
で、大変複雑化する端末設備のネットワーク接続環
境づくりに柔軟に対応いただき、利用者の方々が安
心・安全に情報通信ネットワークサービスを利用で
きる環境が整えられてきたからこそであります。こ
れを支えてきておられるのは、まさしく本日ここに
お集まりの皆様であります。貴協会の 60 年に及ぶ
活動の成果の賜物であろうと思っておりまして、僭
越ではございますが心より敬意を表させて頂ければ
と思っている次第でございます。

今日、例えば高齢化社会の到来等、我が国は様々
な分野で多くの課題に直面しています。こういった
課題を克服しながら、我が国経済全体を成長軌道に
乗せるということが非常に大きな課題になっている
わけですが、これを実現していく上で期待されてい
るのは、ICT が持っている潜在的な構造改革力、新
たな力を創造する非常に大きなパワーではないかと
思います。情報通信分野は、まもなく取りまとめら
れます政府の成長戦略の中でも、大きな柱の一つに
なっているだけでなく、ビッグデータはもとより
様々な分野における各般にわたる取組の中に、情報
通信基盤を活用した取組、ICT 基盤の最先端の発展
をベースとした取組が盛り込まれており、これらが
日本経済を成長軌道に乗せていく上で大変重要な位
置付けとなっているところであります。ますます技
術は著しく進歩・発展し、スマートフォン、タブレッ
ト、ワイヤレスブロードバンド、クラウド、SNS、
いろいろな技術が出現し、有線系のインフラについ
ても超高速ブロードバンドが更に超超高速ブロード
バンドになり、そして有線と無線が複雑に連携した
環境ができあがって様々な課題の解決に大きく寄与
していくと思われます。

これらが日本の発展の礎となるために、少なくと
も 2 つの課題があると思います。一つは今申し上げ
たように、複雑化するネットワーク環境の中で、企
業を含め利用者の皆様方が安心 ･ 安全に情報通信
ネットワークを利用できる環境の確保であります。
貴協会が行っております各種の試験や技術者養成が、
今後大きくこの分野の発展等、日本経済の発展に重
要な意味を持ってくると思っており、これを活かし
ながら会員の皆様方の取組を進めていくことが、非
常に重要ではないかと思っています。もう一つは、

中小の企業の皆様のパワーを生かしていくというこ
とです。日本の経済は中小企業の皆様の持っている
パワー、これに支えられている部分が非常に大きい
わけで、中小企業の方々が遺憾なくその力を発揮し
世界に展開していくうえで、ICT の利活用をいかに
進めるか、その基盤づくりをどうしていくか、これ
こそが成長の要であり、正にこれから大きく推進し
ていかなければならないところであります。それを
技術面から支えておられるのも実は貴協会の会員の
皆様であり、今日ここにお集まりの皆様であると思
います。この二つは非常に大きな要素であり、それ
故に、当協会と皆様方に期待するところが特に大き
いわけでございます。

先ほどの定時総会で、網谷会長のもと 5 年間にわ
たりこの協会の発展に大きくご尽力されました佐々
木理事長様が交代され、新たに井上理事長様が選出
されたと伺っております。網谷会長、佐々木理事長
体制のもとで、いろいろな取組を大きく前進されて
きたところでございますが、それを引き継ぎ、更に
大きく発展させていくべく、網谷会長、井上新理事
長のもと、皆様が一丸となって益々ご活躍されます
ことを心より祈念申し上げている次第でございます。

最後になりましたが、本日ご臨席の皆様の益々の
ご健勝、ご発展と当協会のご発展を心より祈念申し
上げ、私の挨拶とさせていただきます。ありがとう
ございました。

情報通信エンジニアング協会　
髙島会長の乾杯のご発声

井上副理事長の中締め 
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スマホ、タブレットを日常業務に活用
最近医療機関に行くと、医師や看護師など医療ス

タッフが端末を操作している姿を見かけることが多
くなった。電子カルテや X線等の医用画像データな
ど、医療情報のデジタル化が進み、医療現場における
情報システム普及率は医用画像管理システム（PACS）
が53.3%、電子カルテシステムが20.1%（一部導入を含
む）となっている（厚生労働省「平成23年医療施設調
査」より、いずれも20床以上の病院が対象）。

デジタル医療情報を扱うデバイスの方も変化しつ
つある。スマートフォンやタブレット端末を所有す
る医師が増えており（図1）、日常業務に活用されてい
る。タブレット端末の用途は、症例検討など医師の学
習用、手術中の手元チェック、患者への説明資料、問
診票代わりなど幅広い。

このような動きに対応して、タブレットに対応し
た電子カルテ製品や、医師が携帯するスマートフォン
やタブレット端末に院内に保存した医用画像データ
を配信するシステム（富士フイルム「i-Stroke」、日立情
報制御ソリューションズ「Hi-Scene」等）なども登場し

ている。

ICTでつながる地域医療、コスト負担の軽減が課題
ICT化への取り組みは医療機関内部にとどまらな

い。医師不足や病院経営難など地域医療の疲弊が深
刻化してきたことから、国は複数の医療機関が連携し
あうことによって地域医療の提供基盤を維持しよう
とする政策を打ち出している。そこでも ICTの活用
が重要な役割を担っており、既に各医療機関の患者情
報や診療データをネットワーク上で共有しあう地域
医療連携ネットワークが全国各地で動き出している。

しかしその医療現場では、地域医療ネットワークに
かかる費用を誰がどのように負担するのか ?電子カ
ルテを導入していないと参加できないのか ?などの
課題がある。特にセンターにサーバを置く中央管理
型システムにおいては問題が大きくなる。これに対
して㈱エスイーシーの「ID-LINK」のようなサーバを
必要としないシステムが課題解決の一助になってい
る。このシステムは、患者固有の IDで紐づけること
によってそれぞれの医療機関が持つ医療情報を、ネッ

ICTによって変わる医療現場、現場から生まれる
新たな ICTの利活用シーン
株式会社  情報通信総合研究所　マーケティング・ソリューション研究グループ

主任研究員　宮下啓子

IT最前線

スマートフォン

タブレット端末

医師のスマートデバイス所有率（継年変化）
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2012年調査で、スマホ、タブレットのいずれか一方または両方を所有する医師は47.9％にのぼる。
スマートフォンに比べてタブレット端末は年代差があまり見られない。年齢の高い層には画面の見やすさが支持されている。

（図1）

医療現場においてスマートデバイスの導入が進んでおり、電子カルテだけでなく様々な ICTソリューションを活
用して業務の効率化が図られている。一方、施設に閉じた医療から医療機関同士の連携や在宅医療など医療の供
給体制がシフトしつつあり、ICTの利活用が下支えとなっている。今号では、変わりゆく医療現場とそこにおけ
る ICT利活用の新たな展開について事例を含めて紹介する。

出所 :㈱ケアネット「医師のスマートデバイスに関する調査」（2012年）より
情報通信総合研究所作成
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トワークを介して相互参照する形をとるもので、各医
療機関が新たなシステムを導入することなく地域医
療ネットワークを構築することができ、また電子カ
ルテを未導入の診療所であっても参照するだけなら
参加可能である。システムの構築や運用にかかるコ
ストが抑えられることから、IT化が遅れている地方
などに地域医療連携ネットワークを広げていくのに
一役買っている。

また通信インフラのコストも問題である。地域医
療専用にインフラを整備するのには膨大なコストが
かかる。ICT担当の医師からは「固定ブロードバンド
や定額制の高速モバイルネットワークなど、公衆網が
これだけ普及しているのだから、これらをもっと有
効活用できれば」という声も聞かれる。

在宅医療・介護の現場は ICT活用の宝庫
地域医療連携ネットワークは比較的広域の情報連

携システムであるが、ここにきて新たに注目を浴び
ているのが、在宅医療や在宅介護など範囲が狭い地域
密着型の連携システムである。

高齢化の進展に伴い国の医療政策は、施設医療か
ら在宅医療へ、また介護と医療の連携へ大きく方向
転換を図ろうとしている。この在宅医療・ 介護の現
場では、医師・看護師の他にも理学療法士などのコメ
ディカル、ケアマネージャーやヘルパーなどの介護
職、薬剤師など異なる業種・職種のスタッフが入れ替
わり立ち替わり関わるチームワーク体制をとってお
り、かつ患者宅を巡回する移動型の業務スタイルで
あることから、ICTを活用した情報連携が欠かせない。
そのため、この分野は医療 ICTの今後の有望分野と
して期待が高まっており、実際市場規模の拡大が予測
されている（図2）。

在宅医療・ 介護の現場ではスマートフォンやタブ
レットが主役である。スタッフがそれぞれ端末を持
ち歩き、必要な情報を閲覧しながら、患者宅を訪問す
るスタイルとなるが、システムがカバーする用途は
幅広い。例えば、ソフトブレーンの在宅介護支援シ
ステム「eケアマネージャー」は、患者の往診履歴や今
後の診療予定、医師や看護師のスケジュールなどがタ
ブレットで一覧でき、訪問先で次の診療の予約や症状
に関する申し送り事項も登録できるなど、あらゆる
業務をタブレット端末一台でこなせるようになって
いる。

在宅医療・介護における ICT利活用の新たなフィールド
在宅医療・ 介護医療の普及は、サービス提供側の

ICT化を進めるだけでなく、医療サービスを受ける一
般家庭にもその流れが及ぶ。そこで注目されるのが
2011年の法改正によって登場した高齢者専用の賃貸
住宅「サービス付高齢者住宅」の存在である。新たな
在宅医療・ 介護医療サービスの拠点と目されている
が、同時に集合住宅向け ICTサービスの有望ターゲッ
トとなりうる。例えば、KDDIは医療機関と提携して、
特定のサービス付高齢者住宅を対象に、タブレット
を活用したテレビ電話を使った在宅医療・ 介護の実
証実験を始めている。

在宅医療・ 介護のフィールドが家庭にまで広がる
ようになると、サービス提供側のシステム開発やイン
フラ整備に加えて、家庭内の機器設置や通信環境、外
部サービスへの接続設定など、高齢者などの情報弱者
でも使いやすく居住空間になじんだ環境整備が重要に
なってくる。在宅医療・介護の充実した発展に向けて、
今後は、エンドーザを含めて ICTの利活用をいかに
支援していくかが問われるようになるだろう。

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
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2012年の市場規模は、「高齢者見守り」に関する製品・サービスを中心に、約118億円と推定される。
在宅医療・介護の現場では、職種間、施設間の連携を模索している状況にあり、ICTを活用した情報連携や情報共有がまだ
十分進んでいるとはいえないが、急速に普及しつつあるスマートフォンやタブレット端末の登場やクラウドサービスなどの浸透
により、在宅分野におけるICTを活用した情報連携は今後大きく広がっていくと考えられる。
その結果、「多業種間の連携・情報共有」が大きく成長し、2020年の市場規模は260億円に拡大すると予測される。

遠隔医療・介護サービス 高齢者見守り 業務効率化支援 他業種間の連携・
情報共有

（図2）在宅医療・介護関連システムの市場規模予測（単位 :億円）

出所 :㈱シードプランニング「在宅医療・介護関連システムの今後と方向性に関する調査」（2012年）より
情報通信総合研究所が作成
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　「曇天読きの PBX/ ビジネスホン市場に薄い日差
しが差してきた」――。2008 年のリーマンショック
によって急降下、さらに東日本大震災の影響を受け､
低迷を続けてきた PBX/ ビジネスホン市場に、ここ
にきて復調の兆しが見えている。
　PBX/ ビジネスホンメーカーのなかには､「リーマ
ンショック以前の売り上げに戻った且 2012 年度下半
期は過去最高の売り上げを記録した」といった声も
聞かれる。その背景には、企業の役資意欲が回復し
つつあること、また繰り延べられてきたリプレース
需要に向けて各社の新製品のタイミングのよい投入
ができたことなどがある。

新製品が目白押しのPBX
　PBX 市 場 で は、 日 立 製 作 所 が 12 年 2 月 1 日
に ｢NETTOWER CX-01｣、2 月 27 日 に 富 士 通 が
｢LEGEND-V｣、OKI が 9 月 20 日 に ｢DISCOVERY 
neo｣ を相次いで発売した。いずれもレガシーと IP
を組み合わせたハイブリッド型 IP-PBX だ。
　｢2004 年にフル IP に適した IP テレフォニーサー
バー『SS9100』を発売したときは、『5 年後には多く
の企業の通信システムがフル IP になる』と話してい
たが､ 信頼性と堅牢性に勝るレガシーヘのニーズは
予想以上に根強いことがわかった｣ と OKI･ 通信シ
ステム事業本部 ･ 企業ネットワークシステム事業部 ･ 
PBX ビジネスユニットのビジネスユニット長を務め
る西田慎一郎氏は語る。数年前までどのメーカーも
フルIP化を声高にうたっていたが､結果的にユーザー
企業のニーズは期待したほど高くなかった。
　「レガシーニーズ｣ が根強い理由の 1 つとして、11
年 3 月の東日本大震災の影響が挙げられる。震災後
に実施された計画停電の際､ フル IP のシステムはす
ぐにダウンしてしまったが､ レガシーのシステムは
バッテリーで 3 時間ほど稼働し続けたからだ。

　｢フル IP システムで導人される UPS（無停電電源
装置）は瞬断対策のもの。PBX に搭載されたバッテ
リーとは設計思想が異なる｣。日立製作所の情報 ･ 通
信システム社、通信ネットワーク事業部ソフトウェ
ア開発本部ソフトウェア設計第二部主任技師の杉浦
紀之氏はこう説明する。
　｢スマホ連携｣ も PBX 市場の大きなトレンドの 1
つだ。社内の無線 LAN を利用し、スマホを内線電話
として活用するソリューションである。業務でスマ
ホを利用したいとする企業が増えてきたことを受け
て用意された機能で、各社とも『商談では必ず話題
に上る』と話す。
　また､ PHS の動きが好調だということも各社に共
通する。スマホの内線化や、無線 IP 電話機の導入で
必要となる無線 LAN の基地局設計と運用が難しいの
に対し､ PHS はこなれた技術で比較的簡単に設針で
きるため販売店が取り扱いやすく、音声品質が安定
している。また、端末価格が安い点などが評価され
ている。

スマホ連携は話題先行
　根強いレガシーのニーズ、話題に上がるスマホ連
携､ 依然好調な動きを見せる PHS。こうしたトレン
ドを視野に入れ､ PBX メーカー各社はどうビジネス
を展開していくのか。
　日立はフル IP 構成にもレガシー構成にも対応する
CX-01 を PBX ビジネスの中核に据える。 PBX 市場
は ｢レガシーか､ IP か｣ で長らく揺れてきた。先を
見据えれば潮流は IP 化、そしてユニファイドコミュ
ニケーション UC へと向かうと考えられるものの、
そちらへ進むには信頼性や堅牢性､ 電話の使い勝手
といったレガシーの良さを手放さなければならない
ことが少なくなかった。ユーザー企業も販売するデ
イーラーも、この点に悩まされてきたのだ。

新製品ラッシュのPBX/ビジネスホン
底堅いレガシー､ IP統合も勢い

業界特集

PBX、ビジネスホンとも新製品が相次いで発売され、市場は活気を取り戻し始めている。国内市場の復調に向け
て､ メーカー各社はユーザーニーズに応えるため様々な取り組みを行っている。
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　日立は CX-01 を市場に投人することで､ 両者の悩
みを一気に解決しようとした。 CX-01 はスマホ連携
機能も備えている。 Android スマホを CX-01 の内線
端末として収容するための内線アプリを用意し、保
留や転送といった操作が行える。
　また「FMC 用電話帳アプリケーション｣ を利用す
ると、スマホから Web 電話帳サーバー上の電話帳を
閲覧したり、プレゼンス参照機能を利用したりする
ことができる。スマホに電話帳データを登録する必
要がないので常に最新のデータが使え、スマホを紛
失したときの情報漏えい対策にもなる。
　PHS の売れ行きも好調だ。「日立は以前から PHS
に注力してきた。現在、新製品を出す計画も上がっ
ている｣（杉浦氏）という。さらに、CX-01 はビデオ
会議や業務アプリケーションとの連携など先進的な
機能も組み込んでいる。
　OKI もハイブリッド型の DISCOVERY neo を全面
に押し出していく方針だ。売れ行きも好調だという。
その理由として西田氏は ｢OKI として十数年ぶりの
PBX の新製品。販売店の期待度が高く、エンドユー
ザーのリプレースの時期にも重なったからだ｣ と分
析する。
　西田氏によると、レガシーに注目が集まっている
ものの IP の需要が減少しているわけではないという。
SS9100 と DISCOVERY neo の販売比率は前年と比べ
て変わりがないからだ。
　OKI でも PHS が順調に伸びている。中国から
OEM 供給を受けていたが､ 一昨年、国内の自社工場
で生産することで品質を向上させたことも功を奏し
たようだ。
　DISCOVERY neo もスマホ連携機能を備えている
が､ それが実売につながっているかというとそうで
もない｡ ｢スマホは価格が高い上にバッテリーの持
ちが悪いなど、電話機としてのポテンシャルが低い。
興味を待つ人は多いものの、スマホ連携を実現する
ために DISCOVERY neo を購入した企業は多くない。
すでにスマホを導人済みの企業が活用することがほ
とんどだ｣ と西田氏は話す。スマホ連携は話題先行
といったところのようである。
　このほか､ DISCOVERY neo の特徴として、省電力、
省スペースも挙げられる。設置スペース、消費電力
とも従来機種比で最大 50%削減できたという。
　OKI は 2011 年 か ら ク ラ ウ ド PBX「EXaaS 音 声
クラウドサービス｣ も提供しているが、ビジネスに
インパクトを与えるほどの成果は出ていないようだ。

とはいえ、EXaaS 音声クラウドサーピスをきっかけ
に商談が始まるケースもあるとのことで、「品揃えと
して持っていてデメリットはない｣（西田氏）といっ
た位置付けなのだろう。

IP マイグレーションを視野に
　富士通がPBX ビジネスのメインに据えるLEGEND-V
もハイブリッド型である。「フル IP と UC でワーク
スタイルを変革することをアピールしてきたが､ 日
本の市場にマッチしたとは言えず､ 思ったほどビジ
ネスが広がっていないのが現状だ｣。同社ネットワー
クサービス事業本部プロダクト企画統括部シニアマ
ネージャーの間宮仲之氏はこう明かす。
　富士通のメインターゲットで、同社が ｢特定職種｣
と呼ぶ社会基盤系のユーザー企業は、通信機器の安
定稼働を強く求めており、レガシーニーズが底堅い。
そこに対して IP を訴求してもうまく響かなかったわ
けだ。
　むろん IP のニーズがないわけではない。富士通は
シスコシステムズと連携した ｢統合コミュニケーショ
ンシステム｣ で UC を推進。スマホ連携を含め、IP
はそちらを中心に展開している。まずは LEGEND-V
を提供し、将来的には IP へのマイグレーションや
UC との連携を進めていく方針だ。
　また、部分的に IP を導人したいという企業ユー
ザ ー に は、LEGEND-V と シ ス コ ｢Cisco Unified 
Communications Manager｣（CUCM）の両方を同時
に導人してもらうこともある。サービスビジネス本
部ネットワークサービス推進部シニアマネージャー
の清水聡氏によれば、｢特に若い人が集まってできた
企業は CUCM への抵抗感が少ない｣ という。こうし
た取り組みが功を奏し、LEGEND-V の売り上げは対
前年比（従来機との比軟）で 2 ケタの伸びを示して
いる。
　また、富士通はクラウド PBX の展開も視野に入
れている。「詳細はまだ明かせない｣ というものの、
OKI の EXaaS 音声クラウドサービスとは大きく違っ
たものになるという。
　NEC は ｢UNIVERGE SV8500｣ と ｢UNIVERGE 
SV8300｣ という 2 つのコミュニケーションサー
バーを持つが､ それらを単体で提案するのではなく、
SV8500 と SV8300 を核とした UC ソリューションを
全面に打ち出した販売提案を行っている。
　昨年 l1 月には、音声や映像コミュニケーション、
インスタントメッセージ等を組み合わせて使える
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｢UNIVERGE 3C｣ も発売した。これと SV シリーズ
を達携させて UC 環境を構築できる。
　SV8500､ SV8300にスマホを内線端末として収容す
るための VolPアプリ｢UNIVERGE ST400シリーズ｣
を提供している。NEC･企業ネットワーク事業部シニ
アマネージャーの増子充氏は、｢特に NECカシオモ
バイルコミュニケーションズのスマホ『MEDIAS』と
の連携では、通話品質を高める仕組みを用意してい
る」と特徴を話す。
　同社には FOMA/ 無線 LAN デュアル端末で培った
技術とノウハウがあり、これがスマホ連携を進めて
いく上での強みとなっている。
　NEC の顧客企業でも、PHS の人気は根強い。だ
が､「一度、無線 LAN の基地局設定を行った企業が
PHS に戻るということはない」と、UNIVERGE サポー
トセンター･シニアマネージャーの宮本良彦氏は話す。
 

大容量化でターゲット拡大
　次にビジネスホン市場を見てみよう。
　日立製作所は今年 5 月、「integra1-F」の新製品を
投入した。販売店のニーズに応え、従来機よりも回
線容量を拡張している。「従来機では従業員数 1~49
人の事業所までしか対応できなかったが､ 新製品で
は 50~99 人の事業所にも対応でき、約 10 万事業所が
新たなターゲットになる」と、日立製作所の情報 ･
通信システム社、通信ネットワーク事業部ソフトウェ
ア開発本部ソフトウェア設計第三部技師の中嶋基博

氏は話す。
　また、integra1-F ではレガシー内線と IP 内線の電
話機のラインナップを統一し、同じ使い勝手で利用
できるようにした。さらにスマホ連携にも対応。イ
ンターネット経由のリモート保守や障害発生特に保
守者にメール送信するといった保守機能の充実も
図っている。
　ナカヨ通信機も、同じく新製品 ｢NYC-iF｣ を発表
した。現在はスマホを内線電話機として利用できる
にとどまっているが、営業続括本部営業部部長の和
田哲氏は ｢スマホを利用してコミュニケーションを
シンプルかつスマートに行えるソリューションの開
発に取り組んでいる｣ と話す。その一端を垣間見せ
たのが、一昨年リリースした Android 搭載タプレッ
ト型 IP 端末 ｢GRANYS｣。ピジネスホンの端末とし
て利用できるだけでなく、情報端末として業務支援
や資料閲覧などにも使うことができる。
　integral-F と NYC-iF とも、コードレス電話機の通
信システムに ｢DECT 方式｣ を採用しているのも特
徴の一つ。これにより、長距離タイプでは親機から
300m 離れたところまで子機を使って通話できるだ
けでなく、データ伝送速度が PHS の約 20 倍となる。
ナカヨ通信機 ･ 情報研究室部長の押之見章彦氏によ
れば、「将来的には音声だけでなく画像も送信すると
いった活用方法が見込める」という。
　またナカヨ通信機は、ビジネスを広げるため、情
報系機器市場への参入を視野に入れている。「まだ具
体的な話はできない｣ というものの今後の動向が注
目される。
 

　OKI とサクサは、今年 4 月にそれぞれ ｢CrosCore 
S｣ ｢PLATIA Std｣ という名称で新製品をリリース
した。端末の種類を豊富に用意したのが特徴の一つ
で、企業ユーザーが用途に合わせて選ぶことができ
る。多機能電話機の人感センサーにより、オフイス
ヘの不審者の侵人を感知し、大音量の警報音や着信

①日立はフル IP構成にもレガシー構成にも対応する｢NET-
TOWER CX-01｣を PBXビジネスの核に据える

②富士通は「LEGEND-V｣とシスコの｢CUCM｣の両方を同時
③ OKIはハイブリッド型の「DISCOVERY neo」を全面に押し

出して IP-PBXを販売していく
④ NECの UCソリューションの核となるのが｢SV8500｣（写真）

と｢SV8300｣

日立の｢integral-F｣。ナカヨも｢NYC-iF｣ という名秘で同一の
製品を市場に投入
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ランプの点滅で威嚇する機能も備えている。スマホ
連携にも対応可能だ。
　今回リリースした新商品は小規模事業所向けのも
のだが､ 今夏にはより規模の大きい事業所向けに、
同じシリーズの製品として新たに 2 機種投人する予
定だ。
　サクサはこれまで中小規模向けの ｢Agrea（HT700
Ⅱ）｣ とその上位機種である ｢Agrea（LT900）｣ を
ラインナップし、主装置と電話機がまったく異なる
ユニットを販売してきた。だが､ PLATIA シリーズ
ではどのクラスの製品でも同じ電話機を使えるため､
例えばユーザー企業が上位機種に交換しても利用中
の電話機をそのまま使えるというメリットを提供で
きるようになった。
　さらに PLATIA シリーズでは ｢すべての機種で同
一の工事性を実現しており、販売店にとっても取り
扱いやすい製品になっている｣ とサクサ｡ ソリュー
ション営業統括本部営業企画部営業推進グループ担
当部長の柳沢忍氏は強調する。

 
エンハンスでニーズに対応
　NEC インフロンティアの「UNIVERGE Aspire X」
は､ 2008 年 2 月の発売以来 11 回のエンハンスを行い、
多くの企業ユーザーに受け入れられてきた。国内営
業事業本部営業推進本部ネットワーク営業推進部長
の大沼龍二氏は ｢市場のニーズに応えるため、半年
に一度エンハンスを行うという約束を忠実に守り、
製品をブラッシュアップし続けてきたことでブラン
ドが確立した｣ と分析する。
　Aspire X の特徴の 1 つに、企業の成長に合わせ
て柔軟に対応できることがある。例えば企業規模が
大きくなった場合、主装置を買い替える必要はなく、
同一の主装置を追加することで対応できる。電話機
もそのまま利用可能だ。「小規模から大規模までワン
ラインナップで提供できるのが Aspire X の強み｣ と
国内営業事業本部営業推進本部ネットワーク営業推
進部 ･ シニアエキスパーﾄの阿部一之氏は胸を張る。

　これは販売店にとってもメリットが大きい。設置
工事にあたり、規模の大小にかかわらず 1 つの施工
方法を身につければ良いからだ。また、Aspire X は
スマホ連携にも対応する。｢今後も Aspire X 単体と
して製品に磨きをかけることを継続しつつ、NEC の
提唱する UC の一端を担う製品としてもブラッシュ
アップしていきたい｣ と大沼氏は話す。
　岩崎通信機が 2011 年に発売した ｢LEVANCIO｣ は、
ボイスメール機能を標準装備しているのが特徴の 1
つだ。初実装で 2 チャンネル、約 2 時間の留守録機
能が使える。オプションユニットを搭載することで
24 チャネル､ 約 120 時問までの増設もできる。
　ボイスメールで録音した内容をサーバーや PC にダ
ウンロードし、管理ツールを使って一括管理するこ
とも可能。リスト画面から音声ファイルの閲覧 ･ 再
生や E メールで音声ファイルを転送することもでき
るため、ボイスメールの管理がしやすくなる。
　 ま た、 独 自 機 能 で あ る ｢L ア シ ス ト ｣ も
LEVANCIO の特徴の一つだ。インターネット経由
で主装置にリモートアクセスし、ファームウェアの
自動アップデートやシステムデータのバックアップ､
障害発生時に指定先へ自動発報する機能を持つ。
　ただし、この機能は販売店の保守 ･ メンテナンス
機会を奪うことにもつながりかねない｡ ｢企業ユー
ザーと販売店、そして岩通の三者が揃って喜べるよ
うな機能に仕上げていきたい」と IT ソリューション
事業部惰報通信営業部部長の小野口田史氏は語る。
 

OKIの｢CrosCoreシ リ ー ズ｣（左）と サ ク サ の「PLATIA　
Std」の電話機

NECインフロンティアの「Aspire X」は2008年2月
の発売以来11回のエンハンスを行ってきた

岩通の「LEVANCIO」はボイスメール機能を標準装備。
初実装で2チャンネル、約2時間の留守録機能が使える
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販売店に必要な情報系知識
　回復基調にある PBX/ ビジネスン市場だが､ 今
後、人口減少が進む日本国内の市場が大きく広がる
とは考えにくい。必然的に各社は限られたパイの中
で顧客を奪い合うことになる。こうした状況に置か
れ、多くの PBX/ ビジネスホンメーカーは既存チャ
ネルのサポーﾄに余念がない。
　例えば､ NEC は、クラウド型オフィス電話サービ
ス「UNIVERGE 音声サービス」を用意しているが、
NEC が直接企業ユーザーにサービスを提供するので
はなく、販売店経由で提供する仕組みになっている。
情報系商材の取り扱いが苦手な通信系ディーラーに
とって頼もしいサービスの 1 つといえるだろう。
　ナカヨのように情報系機器市場ヘの参人を狙うビ
ジネスホンメーカーも出てきており、そうした動き
に便乗できればビジネスチャンスが広がっていくに
違いない。

　とはいえ、通信系ディーラーはうかうかとしてい
られない。PBX/ ビジネスホンメーカー各社とも、通
信系以外の新たなチャネルの開拓にも力を注いでお
り、また通信キャリアが NTT 東西､ KDDI をはじめ
一斉にオフィス機器をまるごと取り扱うサービスを
本格化するなど競争環境が激化してきているからだ。
　また、OKI がビジネスホンの Web 通販を始めたこ
とも注目されるが、｢ビジネスホンはプッシュ型の商
材で､ プル型の Web 通販には向いていないことがよ
くわかった｣（西田氏）というのが本音のようだ。ビ
ジネスとして立ち上がっていないため、販売店から
の苦情もないという。
　新たな市場環境のなかで､ 通信系ディーラーが生
き残っていくためには、これまで以上に IT 系の知識
を身につけるところと同時に、コアとなるネットワー
ク知識をさらに強化する必要があるといえる。

会　社 NEC OKI 日立製作所 富士通

製　品
UNIVERGE

SV8500
（モデル 160）

UNIVERGE 
SV8300 SS9100

DISCOVERY
neo

（DC タイプ）

NETTOWER
 CX-01

（タイプ L）

NETTOWER
 MX900IP
（CCUC）

LEGEND-V IP-
Pathfinder S

内線数 総内線数 4000 1536 20000 16480 16384 192 16000 432
アナログ電話数 4000 1536 20000 11200 16384 192 16000 432
多機能電話数 4000 1536 20000 11200 8191 192 9600 432
IP 多機能電話数 4000 1024 20000 14000 8191 192 4800 0
PHS 子機数 4000 1024 20000 9000 10000 200 6400 624
PHS 接続装置 1536 256 1600 3000 4096 72 1600 80

外線数 局線・中継線 1500 512 20000 12640 8192 192 4095 288
INSネット64 1500 512 20000 6320 8192 96 2400 144
INSネット1500 1500 512 19987 13984 640 12 3450 138
iP 外線数 1500 96 20000 14000 8191* 96* 3450 138

備　考 * 日立製ゲートウェイ
（NT シリーズ）が必要

図表1　主なPBXの主要スペック

会　社 岩崎通信機 NEC インフ
ロンティア OKI サクサ ナカヨ通信機 日立製作所

製　品 LEVANCIO
PRECOT 
NEXT

（NR-L）
Aspire X

（CCPU-B1）
CrosCore PLATIA Actys 

Ⅱ
NYC-iF NYC-2f

TOFINO
integral-F

S M L Std Pro Ult S M Type S Type M
内線数 単独電話数 736 3 320 2

（未定）（未定）

2

（未定）（未定）

1 14 168 1 14 168
多機能電話数 736 48 320 16 16 5 20 168 4 20 168
IP 多機能電話数 960 24 512 16 16 0 20 116 0 20 116
コードレス電話数 1016 48 487 7 7 4 16 16 3 16 16

外線数 アナログ 480 12 184 4 4 2 8 48 2 8 48
INSネット64 480 12 184 4 4 2 4 48 1 8 48
INSネット1500 690 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0
iP 外線数 480 16 128 16 16 2 8 48 0 8 48

備　考
基本架＋
増設架
10 の場合

Free Port
ライセンス
追加の場合

今夏リリース
予定

TD 増設
ユニット
搭載時

今夏
リリース予定

図表2　主なビジネスホンの主要スペック

内線数・外線数は目安。組み合わせにより変化する

内線数・外線数は目安。組み合わせにより変化する

（出典：テレコミュニケーション  2013年6月号）
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　日立マルチコミュニケーションシステムは、中小
規模事業所向けのビジネスホンとして、電話機と主
装置から構成される企業向け電話システムで、1987
年に初代を発売し、機能強化を重ねてきたが、新シ
リーズの ｢integra1-F｣ は、最大 168 回線まで回線容
量を拡張して、100 名規模までの事業所を対象とした
中小規模事業所向けのシステムである。今回、操作
性を向上した新デザイン採用の多機能電話機や、防
水仕様でポケットにも収容可能な小型のコードレス
電話機（ハンディタイプ）などラインアップを拡充し、
ユーザーのワークスタイルに合わせ各種電話機を提
供する。
　さらに、Android 搭載端末や iPhone などのスマー
トフォンを内線電話として使用することができるほ
か、スマートフォンのブラウザ操作により、外出先
でも主装置を経由した電話帳検索や不応答履歴の検
索、留守録の再生などが可能で、スマートフォンに
相手先の電話番号を登録しないため、紛失時にも情
報漏えいを防止する。
　日立は、今回販売を開始する ｢integra1-F｣ をは
じめとして、IP-PBX（構内交換機）｢NETTOWER 
MX9001P｣ やハイブリッド型 P-PBX「NETTOWER 
CX-01｣ など、中小事業所から大中規模企業まであら
ゆる企業規模に対応する高機能なコミュニケーショ
ンシステムを幅広く提供していく。

■「integral-F｣ の特長
１．電話機ラインアップの拡充

（1）多機能電話機のデザインを改良し､ さらなる操
作性の向上を実現

　多機能電話機は、電話帳検索や保留など使用頻度
の高い操作キーをダイヤル部分の右側に独立してレ
イアウトしたほか､ ラインキー（回線を割当てたボ

タン）の幅を広く、ダイヤルボタンは大型化して操
作性を向上した｡ また、回線数の少ない小規榎ユー
ザーのニーズにこたえ､ ラインキーの数を絞ったタ
イプも新たに迫加し、ラインアップを拡張した。

（2）防水仕様のコードレス電話機（ハンディタイプ）
を追加

　今回新たに、防水仕様のコードレス電話機（ハン
ディタイプ）をラインアップに追加した。また、デ
ジタルコードレス電話機の最新規格である DECT 方
式 *1を全機種に採用し、通話到達距離は最大 300m*2

と、工場や倉庫内といった広域での通話も可能である。
*1 DECT（Digita1 Enhanced Cordless Telecommunications）
*2 コードレス電話機の種類により通話到達距離は異なる。

（3）IP 対応の電話機もフルラインアップ
　多機能電話機やコードレス電話機などの各種電話
機は IP 対応機種も取り揃え、既存の構内配線でも、
LAN ケーブルを利用する IP 内線でも、使い勝手に
応じて最適な電話機を選択することができる。

２．スマートフォン連携をはじめ各種機能を向上

（1）スマートフォンを内線電話機として使用可能
　スマートフォン（Android 搭載端末や iPhone）に
専用の内線アプリケーションをインストールするこ
とにより、1 台の端末を社内では無線 LAN 経由の内
線電話として､ 社外では携帯電話として利用するこ
とができ、業務効率の向上と電話機端末の購入費用
削減などが可能となる *3。
　電話帳や不応答履歴、留守録などのデータは、ビ
ジネスホンの主装置で一括して格納されているため、
外出先からでもスマートフオンのブラウザ機能を利
用して、主装置内の電話帳を検索して発信すること
や、留守録の内容確認を行うことができる。スマー
トフオンの端末内に顧客などの重要な電話番号を登

中小規模事業所向けビジネスホン
日立マルチコミュニケーションシステム｢integral-F｣

新製品・新サービス

株式会社日立製作所は、このたび、多機能電話機やコードレス電話機などの電話機ラインアップの拡充とともに、
スマートフォンとの連携など機能強化した日立マルチコミュニケーションシステム｢integral-F（インテグラル･
エフ）｣を製品化し、5月15日から販売を開始した。
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録する必要がないため、端末紛失時などに個人情報
の流出を防止することができる。また、これらの電
話帳の検索内容や留守録の確認内容からコールバッ
ク機能を使って相手先に発信でき、個人の端末利用
の際にも使い分けることができる。
*3 スマートフォン連携機能の利用の際には､ 別途ライセ

ンスが必要となる。

（2）ボイスメモを標準搭載
　ボイスメモ機能を標準搭載し､ 留守録や通話録音
の相手をナンバー ･ ディスプレイ情報と連動して一
覧表示し、選択して再生することができる、また、
市販の音声合成アプリケーションで作成した音声
メッセージやダウンロードした音源を､ 留守録の応
答メッセージや保留音などに利用することができる。

（3）省電力機能の拡張
　業務時問外に任意の端末への給電を停止すること
ができるので､ 不要な電力消費を低減する。
　また、停電中の電話機能を維持するバッテリー駆
動時には､ 事前に指定した電話機への給電を停止す
ることで､ 全電話機へ給電する場合と比較し､ バッ
テリー消費を大幅に抑えることができる。

（4）充実した保守機能
　ビジネスホンを設置後、着信時の鳴動や運用方法
の変更が必要な場合などに、保守作業者（販売店）

がインターネットを経由して、パソコンやスマート
フォンなどからリモートで変更作業を行うことがで
きル。さらに、内線ショートの発生時やバッテリー
交換時期の場合には、主装置から保守作業者に対し
てメール通知できるなど充実した保守機能を備えて
いるため、販売店による迅速なユーザーサポートが
可能である。

（5）システム構成例

（6）主な仕様
機種

項目 TypeS
TypeM

基本架 基本架＋増設架1 基本架＋増設架2

回
線
容
量（

最
大）

外
線

INSネット64 4 24 24 24
アナログ 8 48 48 48
IP電話（チャネル数） 8 48 48 48

内
線

多機能電話機（SD） 20 合計
22

56 合計
56

112 合計
112

168 合計
168単独電話機 14 56 112 168

IP多機能電話機
（IPSD） 20 116 116 4

収容回線数の目安
【外線数＋内線数】※ 22 56 112 168

総ポート数 54 228 228 228
寸法（幅×奥行き×高さ、㎜）／
質量（Kg）

約360×128×
300／約4.7

約475×160×
320／約8

約475×160×
650／約16

約475×160×
980／約23

※外線数はアナログ換算、内線数は多機能電話機（SD）数＋単独電話機

■日立マルチコミュニケーションシステム
　｢integral-F｣ の製品紹介サイト
　http://www.hitachi.co.jp/ET/

■本件に関するお問い合わせ先
　株式会社日立製作所情報・通信システム社

通信ネットワーク事業部 ソフトウェア開発本部 　
ソフトウェア設計第三部［担当 : 中嶋、杉浦］

　〒 244-856 横浜市戸塚区戸塚町 216 番地
　電話：045-881-1221（大代表）

スマートフォンによる電話帳検索､不応答履歴の検索､
留守録の再生
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外出先からインターネットを経由しないでセキュアな社内アクセスを実現
NTTコミュニケーションズ｢Arcstar Universal One モバイル｣
NTTコミュニケーションズ株式会社（略称 :NTT Com）は、法人のお客さま向けにインターネットを経由しないセ
キュアな社内アクセスを実現する閉域モバイルサービス｢Arcstar Universal One モバイル｣を提供しています。

サービス提供イメージ

■サービス概要
　｢Arcstar Universal One｣ のオプションサービスと
して提供される ｢Arcstar universal One モバイル｣ は、
外出先などからお客さまの社内システムヘ接続し､
オフィスと同様のデスクトップ環境で仕事をするこ
とを可能にしており、インターネットを経由せずモ
バイルキャリア網と VPN をダイレクトにつなぐため、
セキュアな環境で、高速・低遅延なモバイル通信を
行うことができます。

NTT ドコモの Xi/FOMA 両方のエリアで利用
可 能 な ｢LTE｣ と、FOMA エ リ ア の み で 利 用 可
能な ｢3G｣ の二種類の料金プランを用意し、NTT
コミュニケーションズの各種クラウドサービス

（｢BizCITY｣）も合わせて、一元的に提供しています。

■サービスの特徴
１．インターネットを利用しない、高速・セキュア
なモバイル環境
インターネットを経由せずモバイルキャリア網と

VPN をダイレクトに結ぶ閉域接続で、高速でセキュ
アな環境でのモバイル通信を実現し、外出先からで
もオフィスと同じ環境をセキュアに構築することが
できます。

また、仮想デスクトップサービスなど、クラウド
サービスの利用も可能です。

２．高速・低遅延でより軽快なレスポンス
Xi の通信速度は下り最大 112.5Mbps* で、FOMA

と比較して伝送遅延は最大 4 分の 1 に短縮され、ク
ラウドサービスを利用されるお客さまはとっては、
さらに快適なものとなります。
＊： 規格上の下り最大値であり、実際の通信速度は通

信環境やネットワークの混雑状況により変化します。
３．幅広い提供エリア

全国カバー率 * の広い FOMA 網を利用することに
より、リアルタイムな意思疎通・情報連携で真価を
発揮してビジネスチャンスを逃さず、さらにオプショ
ンの国際ローミングサービスを使用することにより、
海外でもそのままデータ通信が利用できます。
＊：国内人口カバー率100%
４．お客さまのニーズにあわせた選べるメニュー

Xi/FOMA のどちらのエリアでもご利用いただけ
る LTE と、FOMA のみご利用でき月額料金をおさ
えられる 3G の、2 種類のメニューから選ぶことがで
き、通信時間や通信料を気にせずご利用いただける
定額料金制でストレスなく快適に利用できます。
５．ネットワークからモバイル、クラウドまで一元対応

Xi/FOMA 端末から、ゲートウェイ、VPN をワン
ストップでパッケージング。これまでモバイルキャ
リアと VPN 提供事業者、それぞれ個別に必要だった
お申し込み、料金請求、保守サポートを一元的に提
供することで、煩雑な管理業務を大幅に軽減します。
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■料金

◎こんな企業さまに――――
（1）顧客元への外出頻度が高い企業さま
（2）拠点が各地に分散しており、出張の頻度が高
い企業さま

（3）社内外へのプレゼンテーションに、積極的に
タブレット端末を使用している企業さま

◎こんなビジネスシーンに――――
（1）営業先で最新の在庫状況を確認し、その場で
見積もり作成

（2）出張先の会議で社内データベースにアクセス
して資料を提示

（3）ビジネス要件によってタブレットやPCを使
い分けている

■本件に関するお問合せ先
　法人のお客様問い合わせ窓口［法人コンタクトセンター］
　電話：0120-105100
　ホームページ：www.ntt.com/universalone/mobile
　問い合わせメールアドレス：info@ntt.com
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日本再生人材育成支援事業［奨励金］のご案内 

日本再生人材育成支援事業は、今までの奨励金と比
べて、①正社員と非正社員の両方を対象、②助成され
る条件が緩い、③助成金の金額が大きい、④申請書の
作成が簡単、などが主な特徴となっています。

　当協会の「LANネットワーク技術研修」、「LAN
実機トレーニングコース研修」、「LAN実機「冗
長技術」研修」、「無線LAN研修」や、各地方本
部主催の「工事担任者資格取得研修」などの技術
研修も対象となりますので、是非、社員のスキル
アップに活用してください。

■日本再生人材育成支援事業は、次の5つの助成金
があります。
１．非正規雇用労働者育成支援奨励金
２．正規雇用労働者育成支援奨励金
３．海外進出支援奨励金（留学）
４．海外進出支援奨励金（送り出し）
５．被災地復興建設労働者育成支援奨励金

■支給対象分野は、次の12分野です。
①農業、林業、②漁業、③建設業（このうち、健康、

環境、農林漁業分野に関する建築物等を建築している
もの）、④製造業（このうち、健康、環境、農林漁業分
野に関する製品を製造しているもの）⑤健康 環境、環
境、農林漁業分野に関する事業を行う事業所との取
引関係があるもの、⑥電気業、⑦情報通信業、⑧運輸
業・ 郵便業、⑨健康、環境、農林漁業分野に関する技
術開発を行 っているもの、⑩スポーツ施設提供業 例）
フィットネスクラブ、⑪スポーツ・ 健康教授業（例 :
スイミングスクール）⑫医療、福祉

＊：「情報通信業」は「IT企業全般」を指しており、電気通

信工事業もこれに含まれますが、「情報通信業」の場合、

機器の設定や動作試験、プログラミングのような技術

研修であること、受講者が担当する仕事に必要な研修で

あること等が対象とされています。（詳しくは、所轄の

労働局に確認して下さい。）

＊：マナー研修や新人研修のような、企業で一般的に行う

研修は対象になりません。

　

■正規雇用労働者育成支援奨励金とは
①正規雇用労働者育成支援奨励金とは、正社員に対

して、外部機関の研修を受講した場合又は外部か
ら講師を招いて実施した研修を受講行った際に
支給される助成金で、座学研修のみが対象となり
ます。（第3者が証明する研修で、OJTや Eラー
ニングは対象となりません。

②事業主に対し、負担した訓練費用について、1
コースにつき正社員1人あたり最大20万円が支
給され、例えば2人研修すれば40万円、10人研修
すれば200万円が支給されます。

③1コースの訓練時間が計10時間以上（日数に制限
はありません））であることが必要です。

＊：1事業所当たりの1年度の支給限度額は500万円で、1

事業所の受講者数に制限はありません。

■受給資格認定申請手続きに必要な書類
①正規雇用労働者育成支援奨励金受給資格認定申

請書（様式第2-1号）
　受講前に受給資格認定を申請し、事業所及び受講
する訓練が支給対象となるか認定を受けます。

「LAN実機トレーニングコース研修」などの
当協会の技術研修が対象 !!

厚生労働省では、従来から成長分野等人材育成奨励金や雇用調整助成金など、一部の狭い業種に限定した人材育
成に関する助成を実施してきましたが、25年度は更に対象範囲を広げることにより、多くの人が人材育成研修
を受けることが出来るよう「日本再生人材育成支援事業」を制度化しました。
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②正規雇用労働者育成支援奨励金職業訓練計画（全
体）（様式第2-2号）

　どのような訓練を、何人の社員に受講させるかを
記入します。

③正規雇用労働者育成支援奨励金職業訓練計画（訓
練コース）（様式第2-3号）

　コース毎の訓練内容を記入します。（協会の研修案
内を参考に記入できます。また、添付資料を求め
られる場合は協会の研修案内を提出して下さい。）

④雇用保険適用事業所設置届（写）
⑤登記記事項証明書、会社案内、定款等の該当する

事業を行っていることを証明する書類
　会社の実施事業を確認するための書類提出です。

＊：多くの事業所が利用できるよう申請書類の内容は大

幅に簡素化されており、簡単に作成できます。キャリア

マップ等の難しい資料の添付は必要ありません。

■申請上の注意
１．本事業は25年度の事業であり、25年度末（26
年3月31日）までに受給資格認定申請書の提出
が必要です。

２．本事業は、対象範囲の拡大と支給額の見直し、申
請の簡素化を図ったため、不正取得を目的とした
申請が増えている模様です。当協会以外の研修で
本事業を利用する場合、或いは代理人に申請を依
頼する場合は十分にご注意ください（労働局より）。

３．不正に対する審査が厳しくなっているため、申
請から認可まで約4か月かかっています。早め
に申請して下さい。

■お問い合わせは
①申請書の記入と提出について　 
　都道府県の労働局又はハローワークへの助成金

担当
②協会の研修について　　　　　
  （一社）情報通信設備協会　
　事務局　TEL03-5640-6508
③日本再生人材育成支援事業の詳細及び申請書類

の取得 
　厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.

go.jp/）

②受給資格認定申請書

■受給までの流れと受給資格認定申請書
①受給までの流れ
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平成25年度第二回ネットワーク接続技術者「工事担任者」試験のご案内

平成25年度第二回ネットワーク接続技術者「工事担任者」
試験が下記により実施されます。
１．試験日時
平成25年11月24日（日曜日）　　
試験時間は受験票に記載されます。

２．試験会場　　
旭川、札幌、青森、盛岡、仙台、秋田、郡山、土浦、小山、

さいたま、市川、東京、横浜、甲府、新潟、長野、富山、金沢、
静岡、名古屋、津、和歌山、京都、大阪、神戸、米子、岡山、広島、
周南、徳島、高松、松山、福岡、大村、熊本、宮崎、鹿児島、
那覇の38地区で行われます。

各受験者の試験会場については、受験票により通知され
ます。
３．受験票

受験票は、11月上旬に送付されます。
6か月以内に撮影した写真（無帽、正面、上三分身、無背景、

白枠なし、縦30mm、横24mm）を貼って受験の際必ず持参
してください。受験票がないと試験会場には入場できませ
ん。
４．試験種別

① AI第一種、② AI第二種、③ AI第三種、④ DD第一種、
⑤ DD第二種、⑥ DD第三種、⑦ AI・DD総合種
５．試験科目

①電気通信技術の基礎、②端末設備の接続のための技術
及び理論、③端末設備の接続に関する法規
６．出題方式

択一方式（マークシート方式）
７．科目免除

①科目合格者や一定の資格又は実務経歴等を有する者及
び認定学校修了者等は、申請により試験が免除される
科目があります。

②「受験による科目合格」有効期限は、「3年以内（6回分）」
であり、今回は、平成22年11月28日（日）実施試験以降
の合格が該当します。

８．合格基準
各科目の満点は100点で、合格点は60点以上です。なお、

各問題の配点は、試験問題設問文の末尾に記載してあります。
９．試験手数料

①定期申請8,700円（従来通り）。全科目免除申請5,600円
（新）（平成25年2月1日から改定されました。

②全科目免除申請で実務経歴等により審査不合格となっ
た方は、要定期試験受験となりますので、定期申請試験
手数料（8,700円）との差額分として「3,100円」が必要と
なります。「要試験通知」と併せて送付されますので期
日までにお払込みください。なお、差額分3,100円のお
払込みがない方は受験できなくなり、試験当日は「欠席」
扱いとなりますのでご注意ください。

10．試験問題及び解答
平成25年11月27日（水）に、試験センターのホームペー

ジで公表されます。
11．試験結果の通知 　

平成25年12月16日（月）に、試験結果通知書が受験者全
員に郵送されます。

また、インターネットでも受験番号及び生年月日を入力
することにより合否の検索ができます。

なお、（一財）日本データ通信協会の各事務所においても
閲覧することができます。
12．申請のために必要な書類

郵送料ご負担で平成25年7月から無料頒布されます。送
付先の住所・ 宛名を記載し、郵便切手（1部の場合200円、2
部は240円、3部〜5部は390円、6部〜10部は580円）を貼っ
た返信用封筒（角型2号）を同封の上、お申し込みください。
なお、ゆうパック着払い方法（電気通信国家試験センター
扱いのみ）もあります。
13．その他（制度改正等）

平成25年2月1日より「DD第二種及び DD第三種の工
事範囲」の回線速度要件が、インターネット接続に限り

「100Mbps以下　⇒1Gbps以下」へ改正されました。

申請区分 可否 申請内容 申請受付期間 手数料払込期間 手数料払込機関

インター
ネット
申請

○ 定期申請（実務経歴申請なし） H25.8.1（木）
〜 9.9（月）

H25.8.1（木）
〜 9.10（火）

郵便局（窓口・ATM）
銀行（窓口・ATM）
コンビニ（店頭）○ 定期申請（H17.8.1 以降に実務経歴申請をし、科

目免除を認められた同じ試験種別の申請）
× 定期申請（科目免除の実務経歴申請あり） インターネットでは申請できません。

郵送による申請を行って下さい。× 全科目免除申請（科目免除の実務経歴申請あり
又はなし）

郵送申請

○ 定期申請（実務経歴申請なし）
H25.8.1（木）〜 9.2（月） 郵便局（窓口・ATM）

＊申請書は、直接、
申請者が郵送して
下さい。

○ 定期申請（H17.8.1 以降に実務経歴申請をし、科
目免除を認められた同じ試験種別の申請）

○ 定期申請（科目免除の実務経歴申請あり） H25.8.1（木）〜 8.20（火）
○ 全科目免除申請（科目免除の実務経歴申請あり） 現在日〜 H25.8.20（火）
○ 全科目免除申請（科目免除の実務経歴申請なし） 現在日〜 H25.9.2（月）

14．申請区分及び受付期間

15．問合せ先
（一財）日本データ通信協会　電気通信国家試験センター
〒170-8585  東京都豊島区巣鴨2-11-1　巣鴨室町ビル6階
TEL　03-5907-5134　　　　　FAX　03-5974-0096
URL　http://www.shiken.dekyo.or.jp/
E-mail  shiken@dekyo.or.jp/
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認定番号 会員名 所属地方本部 URL 電話番号
0001 大和電設工業㈱ 関西 http://web.d-d-k.co.jp/ 075-672-3311
0002 東日本通信機器㈱ 東北 http://www.hntk.co.jp/ 022-367-4133
0003 富士ネットシステムズ㈱ 関東 http://www.fnsys.co.jp/ 03-5641-1555
0004 東日本通信機器㈱東京営業所 関東 http://www.hntk.co.jp/ 03-5677-3855
0005 石田通信機㈱ 信越 http://ishida-j.com/ 026-241-3555
0006 協立情報通信㈱ 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3433-3141
0007 扶桑電通㈱東北支店 東北 http://www.fusodentsu.co.jp/ 022-225-7586
0008 ㈱大崎コンピュータエンヂニアリング 関東 http://www.oce.co.jp/ 03-3492-0931
0009 タカギエレクトロニクス㈱ 関西 http://www.takagi-ele.co.jp/ 06-6209-0039
0010 田中工業㈱ 関西 http://www.tanaka-kogyo.com/ 078-231-3341
0011 協立情報通信㈱神奈川支店 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 045-228-1611
0012 協立情報通信㈱新宿営業所 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3320-3141
0013 北陸通信工業㈱ 北陸 http://www.hokutsu.co.jp/ 076-238-1111
0014 ㈱ベルホン 東海 http://bellhone.co.jp/ 059-226-3344
0015 かがつうシステム㈱ 北陸 http://www.kagasys.co.jp/ 076-238-8383
0016 北信テレネックス㈱ 北陸 http://www.telnex.co.jp/ 076-252-3232
0018 増尾電設㈱ 関西 073-424-3311
0019 旭コムテク㈱ 関西 http://www.asahi-comtec.co.jp/ 06-6784-3100
0020 日興テクノス㈱ 関東 http://www.nikko-technos.com/ 045-761-2441
0021 ㈱ケーネット 関東 http://www.k-net-c.co.jp/ 03-5651-3001
0022 ㈱ネットプラン 関東 http://www.net-plan.co.jp/ 03-5925-3911
0023 ㈱つうけんテクノネット 北海道 http://www.tcn-web.com/ 011-520-0015
0024 宮川電気通信工業㈱ 関東 http://www.miyakawadentsukou.co.jp/ 043-225-1311
0025 浅川通信㈱ 北海道 http://www.asakawa-t.co.jp/ 011-711-1161
0026 ㈱イオタオーエーシステム 四国 http://www.iotaoa.com 089-958-2360
0027 ㈱レイコム 関東 http://www.laycom.co.jp/ 03-3288-0130
0028 扶桑電通㈱ 関東 http://www.fusodentsu.co.jp/ 03-3544-7271
0029 サンライズ・エンジニアリング㈱ 関東 http://www.sec-sunrise.co.jp/ 03-6861-6258
0030 ㈱ NDS ネットワーク 東海 http://www.nds-g.co.jp/nnk/ 052-321-7920
0031 ㈱宇式通信システム 東海 054-261-1671
0032 ㈱コムネットシステム 関東 http://www.comnetsystem.co.jp/ 03-5725-8555
0033 和幸電通㈱ 中国 http://www.wako-grp.com/5.html 0852-24-6670
0034 ㈱ソシオ 関東 http://www.socio-jp.com/ 03-3351-7788
0035 ジェイズ・テレコムシステム㈱ 関東 http://www.telecomsys.co.jp/ 03-3708-1141
0036 日興通信㈱ 関東 http://www.nikkotelecom.co.jp/ 03-5451-1717
0037 東海通信工業㈱ 東海 http://www.ttk.jp/ 052-931-8811
0039 北陸電々㈱ 信越 http://www.denden.co.jp/ 025-284-2151
0041 ㈱日本ビグラッドシステム 北陸 http://www.d1.dion.ne.jp/~beglad/index3.htm 076-267-6000
0042 英工電機㈱ 関東 http://www.eikohdenki.co.jp/ 03-5821-1911
0043 ㈱日本オフィスオートメーション 関東 http://www.nihon-oa.com/ 03-5678-0225
0044 茨城電話工業㈱ 関東 http://www.bellcom.co.jp/ 029-224-2000
0045 ㈱群電 関東 http://www.gunden.com/ 027-224-1681
0046 光通信工業㈱ 九州 http://www.hikari-t.co.jp/ 098-878-5111
0047 ㈱翼通信工業所 関西 http://www.283-t.jp/ 079-224-8233
0048 南海電設㈱ 関西 http://www2.nankai-densetsu.co.jp/ 06-6643-0181
0049 ㈱井口通信 関西 073-455-3588
0050 三友電子㈱ 東海 http://www.sanyu-ec.co.jp/ 052-532-3151
0051 和光通信工業㈱ 関西 http://www.netwako.co.jp/ 06-6923-1121
0052 ㈱栄光システムズ 関東 http://www.eiko-sys.co.jp/ 03-3639-0211
0053 大和通信機㈱ 関東 http://www.daiwanet.co.jp/ 042-324-3211
0054 扶桑電通㈱関西支店 関西 http://www.fusodentsu.co.jp/ 06-6341-7611
0055 神田通信機㈱ 関東 http://www.kandt.co.jp/ 03-3252-7731
0056 加賀テクノサービス㈱ 関東 http://www.kgts.co.jp/ 03-5619-4111
0058 エフビットコミュニケーションズ㈱ 関西 http://www.fbit.co.jp/ 075-672-4111
0059 扶桑電通㈱北海道支店 北海道 http://www.fusodentsu.co.jp/ 011-281-6311
0060 日本テクトス㈱ 関西 http://www.ntect.net/ 078-578-2200
0061 藤井通信工業㈱ 関西 http://www.fujiitsushin.com/ 06-6202-3135
0062 電通システム㈱ 関東 http://www.den-sys.co.jp/ 027-361-3211
0063 ㈱共友通信 東海 052-413-0016
0064 東陽工業㈱ 関東 http://www.com-toyo.co.jp/ 03-5402-6561
0065 新日本通信工業㈱ 北海道 011-271-3883
0066 協和テクノロジィズ㈱ 関西 http://www.kyotec.co.jp/ 06-6363-8833
0067 扶桑電通㈱金沢営業所 北陸 http://www.fusodentsu.co.jp/ 076-231-1288
0068 浅沼通信㈱ 関東 03-3715-6101
0069 日本電話サービス㈱ 関東 http://www.nts-com.co.jp/ 03-3378-7781
0070 ㈱でんでん 中国 086-425-5111
0071 日本通信設備㈱ 関東 03-3862-6451
0072 日興電気通信㈱ 東海 http://www.ndtkk.jp/ 053-439-1125
0073 東邦通信工業㈱ 関東 http://www.toho-tk.com/ 03-5362-5111
0074 ㈱トーエイビジコム 関東 http://www.bijicom.jp/ 03-3438-2421
0075 東邦建㈱ 関東 http://www.tohoken.co.jp 0283-24-5556
0076 ㈲フォーネット通信 北海道 0155-20-2070

LAN認定会員のご紹介

協会が会員企業のLANの設計・ 施行に関する技術・ 知識と実践力を認定する「LAN認定」に、5月31日現在で72社が
認定されています。
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平成25年度第1回理事会模様
１．日時　　　平成25年5月16日（木）　13時30分 ~17時00分
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席理事　21名

網谷駿介会長、佐々木茂則理事長、長田修一
郎副理事長、井上新一副理事長、岩本房幸専
務理事、井上剛毅、樋口正仁、森山 孝、麓譲、
辰川伸一、及川恒彦、加藤博之、大輪堅一、福
島和義、今井秀昭、鈴木潔、長谷川浩正、吉本
幸男、田中秀明、山田恭郎、藤田義明の各理事

　出席監事　2名
鈴木功一、渡邊秀治の各監事

４．網谷会長挨拶要旨
前回（3 月 14 日）の理事会時期に比べて、経済状況も良

くなってきているようだ。
今日は総会議案の審議をお願いするが、理事の皆様も

当協会の会員減少に危機感をお持ちだと思う。今の協会の
施策がこのままでいいのか現状分析を行い、強化すべき点、
改善すべき点があれば取り組まなければいけないし、良い
物は残し、改善すべき点は改善したい。

機関誌については、このたび、広報委員会の努力と事務
局の努力で、年 6 回発行の第一号が出た。これからも皆様
のご意見を頂き改善しながら、会員の皆様が満足のいく機
関誌を目指して行きたい。

機関誌に併せてネットや WEB を活用した情報交換など、
インタラクティブな交流も是非活性化し、会員拡大に繋げ
ていきたいので、忌憚ないご意見、積極的な改善の申し出
をお願いしたい。
５．佐々木理事長挨拶
　我々のスタンスの協会のあるべき姿に向かい、この新し
い時代にマッチする形で、むしろ新しい時代をリードでき
るような方向に着々と進む事をイメージしながら、総会議
案の審議をお願いしたい。
６．審議模様

（審議事項）
（1）第59回定時総会議案について

　岩本専務理事が、資料「平成24年度事業報告 <総会第1
号議案 >」及び「平成24年度決算報告 <総会第2号議案

（1）>」、「平成24年度監査報告 <総会第2号議案（2）>」、「平
成25年度事業計画 <総会第3号議案 >」、「平成25年度収
支予算計画 <総会第4号議案 >」、「役員の選任（理事候補
及び補欠理事候補）<総会第5号議案 >」について説明し、
異議なく議決した。
①平成24年度事業報告
　委員会を中心に各種施策を策定し、活動を実施した。
②平成24年度決算報告
　当期経常収益148,854,241円､ 当期経常費用170,258,278円、
当期経常増減額は−21,404,037円となり、法人税等383,692
円を差し引いた当期一般正味財産増減額は−21,787,729円
となった。その結果、正味財産期末残高は156,657,407円と
なった。

　また、一般社団法人の移行に伴い実施を義務付けら
れた実施事業等会計（公益目的事業）は、実施事業収入
25,941,157円、公益目的支出56,409,764円､ 当期収支差−
30,468,607円となった。その結果、期末公益目的財産額は
147,976,529円となった。
③平成24年監査報告
　平成24年度の業務監査及び会計監査に関する結果とし
て、収支状況は正しく表示され、定款に反する事項はない。
④平成25年度事業計画
　委員会を中心に各種施策を策定し、活動を実施する。
⑤平成25年度収支予算計画
　第4回理事会（平成25年3月14日）で既に承認されてい
るが、平成24年度決算が確定したので、空欄としていた「一
般正味財産期首残高」決算値を入れた。
⑥役員の選任
　資料のとおり各地方本部から理事、補欠理事の推薦が
あった。

（2）総会スケジュール等
　岩本専務理事が、資料「第59回総会スケジュールと理事
の担務」及び「第59回定時総会招待者名簿」について説明
し、異議なく議決した。

（3）通常会員の入退会について
　岩本専務理事が、資料「通常会員の入退会について」に
ついて説明し、株式会社インターナショナルコミュニケー
ションズ、日本通信工業株式会社の2社の入会を異議なく
議決した。

（報告事項）
（4）その他
　①職務執行状況報告
　②その他

平成25年度第2回理事会模様
１．日時　　　平成25年6月12日（水）　16時20分 ~16時30分
２．場所　　　メルパルク東京　白鳥
３．出席理事　23名

網谷駿介、井上剛毅、岩本房幸、大輪堅一、福
島和義、宮川欣丈、鈴木潔、今井秀昭、長谷川
浩正、松山仁、樋口正仁、井上新一、藤田義明、
山田恭郎、田中優治、長田修一郎、田中秀明、
吉本幸男、森山孝、麓譲、阿部准定、及川恒彦、
加藤博之の各理事

出席監事　3名
鈴木功一、平野毅、渡邊秀治の各監事

４．審議模様
 （審議事項）

（1）理事長の選出　
　福島和義理事（総務委員長）から、佐々木茂則理事長の
辞任により空席となった理事長を選任したい旨説明し、別
紙の提案について審議した結果、新理事長（代表理事）に
井上剛毅 理事を選任した。

平成25年度第1回理事会模様、第2回理事会模様
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電子レンジで温めた「かき揚げ」を、温かいご飯の
上に乗せてタレをかけるだけで｢簡単においしく｣ 食
べられると評判で、多くのリピーターに利用されてい
る「白えびかき揚げ丼セット」をご紹介します。

富山県南砺市は、冨山県の南西部にあり、東が冨山
市、北が砺波市や小矢部市、西が石川県金沢市、南が
岐阜県飛騨市や白川村に隣接しています。面積の約
8割を森林が占めていますが、庄川や小矢部川が流れ
るなど自然に恵まれており、山間部には世界遺産の登
録で有名な五

ご か

箇山
やま

合掌造り集落があり、平野部には家
並みが美しい越中の小京都・ 城端、棟方志功が約7年
間暮らしていた福光、木彫りの里・井波などがあって、
歴史と伝統の香りが漂っています。

「白えびかき揚げ」は、3月から10月にかけて富山
湾の新港海域でしか水揚げされない「白えび」を使い、
地元の生産者が丹精込めて栽培した野菜の素材を生
かすために開発された商品で、工場では、毎日、取れ
たての新鮮野菜をカットし、ふっくら感を出すため
に手で混ぜ合わせて、1枚1枚、「手揚げ」によりかき
揚げにしています。

食べ方
①電子レンジで温めた「かき揚げ」を温かいご飯の

上に乗せて、同封のタレをかけていただきます。
②一般のかき揚げと同様、うどん、そばやお弁当、

パン、パスタ、味噌汁、雑炊、炊き込みご飯など、
いろいろな食べ方ができます。

③自然解凍のあと 170℃の油で約 30 秒間揚げると、
よりカラッと出来上がります。

価　　格： 一袋368円（2個入り・タレ付（いきいき
富山館））

　　　　　販売店によって6個入りもあります。
　　　　　＊価格は各販売店でご確認下さい。
名　　称：北陸富山産　白えび手揚げかき揚げ　
原材料名：玉ねぎ、人参、小麦粉、白えび、植物油、
　　　　　いんげん、丼タレ
保存方法：冷凍保存
製 造 者：株式会社なかしま  富山県南砺市理休544番地
　　　　　http://f-nakashima.com/

購入方法
　①「楽天市場」や「Amazon」等の通販サイト
　②北陸の高速道路の PAや SA、道の駅
　③生活協同組合 CO・OP富山
　④「いきいき富山館」 TEL 03-3213-1244　他

食べる

富山湾　白えびかき揚げ丼セット（富山県南
なん
砺
と
市）

五箇山合掌造り集落

商品は冷凍されている 白えびかき揚げ丼
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◎　会社名　日本通信工業株式会社　（平成25年4月23日入会）
　　所在地　高知県高知市
　　代表者　正岡康男
　　T E L　 088-822-7161
　　電気通信設備の設計・施工・保守
　　U R L　 http://www.ntk-kochi.jp
◎　会社名　株式会社インターナショナルコミュニケーションズ　（平成25年5月1日入会）
　　所在地　愛知県あま市
　　代表者　浅井一真
　　T E L　 052-602-9729
　　ビジネスフォン工事、IP/PBX、企業内ネットワーク（LAN・VPN）設備工事、保守
　　U R L　 http://www.inter-group.co.jp/

新会員（平成25年4月1日~平成25年5月31日）

2013.7　Vol.16　アンケート
アンケートにご協力をお願いいたします。
読者の皆様のニーズにお応えし、より良い機関誌「ITCA」とするため、皆様の声をお寄せください。

該当する□にレ印を付け、FAXでお送りください。

Q １　　あなたの会社での立場をお教えください。
　　　　□経営陣　　□従業員

Q ２　　あなたの性別、年齢をお教えください。
　　　　□男性　　□女性　　　
　　　　□10代　　□20代　　□30代　　□40代　　□50代　　□60歳以上

Q ３　　今号で面白かった、ためになった記事をお教え下さい（複数回答可）
　　　　□業界ニュース
　　　　□地方本部だより
　　　　□第59回定時総会懇親パーティー模様
　　　　□ IT最前線　
　　　　□業界特集　
　　　　□新製品・新サービス
　　　　□日本再生人材育成支援事業のご案内
　　　　□食べる
　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

Q ４　　今後、「ITCA」に載せてほしいテーマやご要望をお教えください。

送信先：FAX番号　03-5640-6599
　　　　（一社）情報通信設備協会　事務局　　TEL 03-5640-6508

※お寄せいただきました情報は、機関誌「ITCA」の内容改善のため以外には使用いたしません。
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　5月に梅雨入りした沖縄は早くも梅
雨明けとなり、全国的に雨の少ない猛
暑の夏を連想させますが、通勤の電
車内はサービスよろしく冷房の効き過
ぎで、ほとんどの女性は上着持参で乗
り込んでおり、2年前の節電が嘘のよう
です。
　第59回本部総会では24年度報告、
25年度計画が承認されて、本年度の
事業が正式にスタートしました。この「Ｉ
ＴＣＡ」の発行も、理事長が巻頭の就
任挨拶で言われている「会員との情
報共有」の一つであり、皆様のご意見
をいただきながら内容の充実に努めた
いと思います。

（「ＩＴＣＡ」編集委員会）

編集後記


