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　Vol.17（2013.7）で「6月の本部総会
前に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。」と書きましたが、今年の日本列島
は連日各地で文字どおりの「猛暑」※
が続き、８月13日には気象庁から耳慣
れない「異常天候早期警戒情報」な
るものが発表され、四万十市では８月
12日に気温が41.0度を記録し、2007年
夏に熊谷市と多治見市で記録した
40.9度の記録を塗り替えました。
　環境省によると、この高温は1000
ワットの電気ストーブ10台を６畳間で
使ったときに受ける熱量に相当するそ
うで、私が2007年の夏に偶然、熊谷市
で体験した、風呂場にいるようなモ
ヤーっとした、体温を超える気持ちの
悪い暑さを思い出します。
　この猛暑はまだまだ続くとの予報で
すが、熱中症と睡眠不足に注意し、健
康に留意してお過ごしください。

（「ＩＴＣＡ」編集委員会）

編集後記
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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

　初秋の候、皆さま益々ご清栄のこととお喜び申し
上げます。

2013 年は、大胆な金融政策と機動的な財政政策を
推進したアベノミクス効果により、日本経済はフォ
ローの風を受けて動き出しました。“ 景気は緩やか
に回復 ” しつつありますが、現時点では “ 期待先行 ”
の段階であり、景気回復を実感できるレベルには
至っていません。多くの人が景気回復を実感するに
は、労働者賃金の上昇、雇用の増加と安定、設備投
資の増加が欠かせません。今後の本格的な景気回復
に向けて、日本のモノづくり力、品質の良さを武器
にして、モノやサービスの安定供給や安定運用を継
続してゆくことが求められています。情報通信事業
に関わる企業には、経営課題を解決するためのシス
テムやサービスの創出への期待が益々高まっていく
と考えております。

お客様企業の経営課題としては、“ 経費削減 ”“ 生
産性の向上 ”“ 意思決定の迅速化 ” などが上げられま
す。最近では、スマートフォンやタブレット端末の
普及により、訪問先や出張先で多種多様な社内の情
報を活用することができるようになりました。さら
に、クラウドサービスの活用、システム運用の外部
委託など、お客様企業における経営課題解決の選択
肢が従来に増して豊富になっております。一方、利
用環境やサービス形態は、従来から大きく変化して
いることから、お客様企業におけるシステムやサー
ビス導入時の検討はより多岐に渡り、かつ、より複
雑になっております。このような市場環境の変化は、
情報通信設備協会の会員企業の皆さまにとって、大
きな事業機会と捉えることができると考えておりま
す。

まず、複雑化するシステムの構築やサービスの提
供は、通信事業者、情報通信メーカー、システムイ
ンテグレーター、工事業者や保守業者等、様々な業
者の商品やサービスを融合する必要があります。今
まで以上に、業界の枠を超えた新しい取り組みが

必要になってきております。例えば、アップルは、
App StoreSM や iTunes® の仕組みを用意することで、
パートナー企業が提供する膨大なアプリケーション
を集めることにより、iPhone® や iPad® の魅力を高
めて市場を確立しております。つまり、お客様企業
が抱える様々な経営課題を解決するために、様々な
業者の商品やサービスを最適なカタチに組み合わせ、
新しい商品やサービスを創出したり、必要に応じて
カスタマイズを行うなど、お客様企業毎にきめ細か
な対応をしていく必要があります。日頃お客様企業
に接する機会が多い会員企業の皆さまの事業機会は
増えていると考えておりますので、一緒に取り組ん
で参りましょう。

次に、環境変化が頻繁に起こる状況においては、
大切なのは “ 現場力 ” です。現場との接点が貴重な
情報源になると考えております。業務の効率化や生
産性の向上を実現する手段は、お客様企業毎に異な
り、刻々と変化してゆきます。お客様の視点、現場
の目線による現場発の情報が、情報通信システムや
サービスの発展に寄与し、その結果、様々なお客様
企業に対する課題解決手段を豊富にしてゆくことに
繋がると考えております。

また、お客様企業に安心してご利用いただくため
にも、システムの構築完了、サービスの提供開始後
においても、様々な運用支援や、万が一ですが運用
が停止してしまった場合の迅速な対応など“現場力 ”
は、お客様企業にとって最も重要視される観点であ
ると考えております。会員企業の皆さまによる課題
提起、商品やサービスの融合、提案、システム構築
から保守活動が業界発展の原動力になると考えてお
ります。

最後に、市場は常に変化しています。積極的な活
動によって得られた会員企業の皆さまのノウハウが、
競争を勝ち抜く源泉であると考えております。変化
する市場に対して、一丸となって果敢にチャレンジ
して行こうではありませんか。

沖電気工業株式会社
代表取締役社長　川 崎　秀 一

情報通信設備協会会員の皆さま
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業界ニュース　6月 

5日（水） 携帯各社、使いやすさを売りにしたシニア向けスマホを相次ぎ投入
日経産業 「使いこなせるか不安」という声に細やかな気配りで対応し、従来型携帯電話ユーザーの取り込みを狙う。

6日（木） 欧米IT大手、日本のクラウド市場で火花
日経産業 米アマゾンや独SAPなどが相次いで新サービスを発表。米マイクロソフトやグーグルとの日本の顧客争奪戦が本格化している。

11日（火）日立、大容量データを50倍程度の速さで送受信可能なクラウドサービスを開始
日経産業 インターネット経由で、最大数十ギガバイトのデータを従来比で50倍の速さで送受信可能となる。

12日（水）機器間通信の日本国内市場規模、2022年までの累積で75兆円に　─シスコ予測
日経産業 世界市場は14兆4000億ドルと予測し、そのうち5%を日本が占める。社会インフラや産業分野でネット活用が進むとしている。

13日（木）携帯各社、スマートテレビのサービスに相次ぎ参入
日刊工業 3社ともスティック型の専用機器を投入し、スマホのコンテンツやアプリをテレビで楽しめる。

14日（金）レノボ・ジャパン、1万円台の7型タブレットを発売
日経産業 重量は350グラムで、バッテリー駆動時間は8時間。店頭想定価格は1万8000円前後。

17日（月）三井情報、ストラトスフィアのネットワーク仮想化基盤を利用した構築サービス
日刊工業 SDNを実現するネットワークの設計から構築、運用、保守までを一括して手がける。

18日（火）加賀電子、サーバ1台で最大100台のカメラを制御できる監視システムを販売
日経産業 100台の監視カメラからの映像をサーバ1台で録画したり遠隔制御が可能。複数のサーバを使えば最大5万台のカメラに対応。

18日（火）モバイルデータ通信の顧客満足度、UQコムの「WiMAX」が首位　─JDパワー調査
日経産業 通信品質やエリアが評価され、特に費用面で高評化を得た。2位はKDDI。

19日（水）ドコモ、ソニー「エクスペリアA」が発売後1ヶ月で64万台達成
日経産業 ドコモのスマホとして1ヶ月間の販売台数として過去最高を記録。「2トップ」として展開している。

19日（水）国内ビッグデータ市場、2017年度に11年度の3倍の6300億円に　─矢野経済研究所
日経産業 データ分析基盤となるハード機能の性能向上と分析技術の進化が市場拡大を支えている。

19日（水）アンリツネットワークス、アナログ通信設備をIP化する装置を発売
日経産業 既存の通信設備に接続するだけで低コストでIPに対応可能。

20日（木）KDDI、LTE通信障害について株主総会で陳謝
日刊工業 2012年末からの一連の通信障害について、信頼回復に全力で務めると謝罪した。

20日（木）日立、自治体向けに番号制度の導入支援に向けた専門組織を設立
日刊工業 番号制度は2015年10月に国民に個人番号が通知され、16年1月から利用が開始される。

21日（金）2012年度国内電子書籍市場、前年比13%増の急拡大　─インプレスR&D調査
日経産業 713億円となり前年比13%増。16年度には2000億円にまで拡大すると予測している。

25日（火）セコム、サイバー犯罪防止で警視庁と連携
日経産業 セコム側が顧客企業の要請でウィルスなどの被害を確認し、警視庁にデータを提供。捜査に役立てる。

26日（水）NTT、株主総会で「iPhone」採用の可能性を言及
日刊工業 「当面の競争に打ち勝つための手段として採用する可能性はあり得る」との見解を述べた。

27日（木）日本IBM、中小向けにIT機器の24時間監視サービスを開始
日経産業 クラウドを活用し従来の10分の1のコストで利用可能。監視要員が24時間体制で機器の稼働状況を監視する。

27日（木）ソフト開発各社、地方に拠点開設など相次ぐ
日経産業 大都市圏ではここ数年、中小企業は優秀な人材確保に苦慮してきており、地方人材へ注目が集まっている。

28日（金）米マイクロソフト、ウィンドウズ8の改良した「8.1」の試作版を公開
日経産業 「8」発売からわずか8ヶ月という異例の短期間でのリリースとなる。
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NTTドコモとKDDI、ソフトバンクが相次いでインターネッ
ト経由で配信する映画や音楽をテレビで視聴する、スマート
テレビのサービスに動きだした。スマートフォン（多機能携
帯電話向けに提供しているサービスを、テレビで楽しめるこ
とを売りにしており、電機メーカーのスマートテレビを購入
するよりも手軽に利用できるため競争力が高い。スマートテ
レビ市場の開拓に向けてサービス競争が進みそうだ。
 

専用機器をテレビに接続して、スマートテレビのサービスを
手軽に楽しめる

戦略に違い
3社ともにスマートテレビサービスを利用するスティック型

の専用機器を投入し、スマートテレビ市場が熱を帯びつつあ
る。テレビに専用機器を接続し、スマートフォンで視聴して
いる映画や音楽などのコンテンツ、アプリケーション（応用
ソフト）をテレビで楽しめる。スマートフォン向けサービス
をテレビの大画面で利用できる点を訴求していることは共通
しているが、同市場での戦略は少し違いがある。

ドコモは「テレビと親和性のあるサービスに紋って提供す
る」（マーケティング部）スマートテレビサービスの戦略を描

いる。映画やドラマなどのサービス「dビデオ」やアニメが見
放題の「d アニメストア」、音楽サービス「d ヒッツ」をテレ
ビで楽しめる。通信以外のサービス領域の拡大を目指すドコ
モにとって、スマートテレビサービスを展開する意味は大きい。
複数の端末で
　一方、KDDIは専用機器により、映画やドラマなどの配信サー
ビス「ビデオパス」や音楽サービス「うたパス」のほか、スマー
トフォンのアプリをテレビで楽しめる。スマートフォンのサー
ビスの多くをテレビで利用できるようにして、「サービスの楽
しさを広げていける」（サービス企画本部）としている。さま
ざまなサービスを最適なネットワークを通じ複数の端末で利
用する「3M戦略」を形にしたサーピスとして顧客拡大を狙う。
低いハードル

ソフトバンクはスマートテレビサービスのメニューとして
映像サービス「UULA（ウーラ）」や「TSUTAYA　TV」な
どを提供している。「スマートフォン向けサービスやコンテン
ツが飽和しつつある中でテレピに着目した。スマホと連携さ
せるハードルも低い」（プロダクト・マーケティング本部）と
いう。スマートフォンのサービスをテレビで楽しむライフス
タイルの定着を据える。

電機メーカーもスマートテレビを販売しているものの、テ
レビを買い替えるよりも、専用機器を購入してスマートテレ
ビを手軽に楽しめるほうが利用者にとっては魅力的に映る可
能性が高い。さらに映画やアニメ、アプリなど多彩なサービ
スをスマートフォン向けに提供してきたことも 3 社にとって
有利といえる。

テレビの視聴スタイルが変わり、見たい時間や内容を選ぶ
傾向が強まる中で、シームレスなスマートテレビサービスの
ニーズが高まることが見込まれる。3社が今後の同市場の形成
をリードする役割を担いそうだ。

ドコモ・KDDI・ソフトバンク　スマートテレビ相次ぎ参入
スマホ向け大画面で利用　専用機器・豊富なサービス

6月13日（木）
日刊工業

調査会社の J・D・パワー　アジア・パシフィックが実施
したモバイルデータ通信サービスに関する顧客満足度調査で、

「WiMAX」を手掛ける UQ コミュニケーションズ（東京・港）
が首位となった。通信品質やエリアが評価された。
　調査は約 25 項目について合計 1000 点満点で評価。UQ は
565 点で、特に費用面で高評価を得た。2 位は KDDI（au）の
554 点で、3 位は NTT ドコモの 538 点だった。平均は 532 点。

5 社を調査対象に 4 月にインターネット調査を実施し、3750
人から回答を得た。
　「通話品質・エリア」や「端末・オプションサービス」が満
足度を左右する主因だった。接続する機器はパソコンやスマー
トフォン（スマホ）、タブレット（多機能携帯端末）が多く、
利用者は場所を問わずネットに接続したいというニーズが強
く、継続利用の意向も高いという。

顧客満足度「WiMAX」首位6月18日（火）
日経産業

　計測器大手アンリツ子会社のアンリツネットワークス（神
奈川県厚木市）は、アナログ通信設備を IP（インターネット
プロトコル）ネットワークに接続できる装置を発売した。既
存の通信設備に接続するだけで、低コストで IP に対応できる。
　IP 対応は機器の買い替えやシステム設計の再構築など設備
全体を見直す必要があり、数千万円かかる場合もあった。新
しい装置は事務所内の通信設備に 1 台ずつ接続するだけとい

う。
　アナログ設備で通信する際には変換装置を使ってデジタル
回線に接続しデータを送受信する場合が多い。だが変換装置
の販売・サホートの終了が相次いでおり、IP に対応する例が
増えているという。
　価略は 1 台 35 万円（税別）。通信事業者や官公庁、高速道路・
鉄道事業者向けを中心に年間 1000 台の販売を目指す。

通信設備 IP化楽にできる装置　　アンリツネットワークス6月19日（水）
日経産業
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業界ニュース　7月

2日（火） 富士通、サポート終了の「XP」からの移行促進を支援
日経産業 「ウィンドウズXP」から「7」や「8」への移行を促進するために現状を1日で診断するコンサルティングサービスを開始する。

3日（水） NTTデータ、来訪者にも無線LAN利用を可能にする環境構築サービスを開始
日刊工業 社内接続とインターネット接続を1台の無線アクセスポイントで制御して環境を構築する。

5日（金） 電気用品安全法改正、スマホで操作できるエアコンなどの家電が解禁
日経産業 来年1月の改正を受け、電機各社は新製品開発に乗り出している。改正前は電源を入れる機能は制限されていた。

5日（金） ウィルコム、スマホから通話できるカード型のPHS端末を発売
日刊工業 スマートフォン端末から同機器を通じで通話が可能。通話定額サービス「だれとでも定額」も利用可能。

9日（火） ヤフー、検索結果を集計・分析して参院選予測
日経産業 「ヤフー!ジャパン」で検索された選挙に関する言葉を集計、分析。「ビッグデータレポート」として選挙の獲得議席数を予測。

9日（火） 国内クラウドユーザー動向、「興味がある」が大幅増　─IDCジャパン調査
日経産業 クラウド利用の検討状況について「興味があり、情報収集中」と回答した企業が23.1%となり、12年調査から大幅増となった。

10日（水）学校向けタブレット市場をめぐり、マイクロソフトとアップルが激突
日経産業 政府は20年度末までに全小中高等学校で一人一台のタブレットを配備する計画。

10日（水）ソフトバンク、米携帯3位スプリント・ネクステル買収で完勝
日経産業 孫正義社長は今後、米シリコンバレーに住居も構え、米国事業の陣頭指揮を執る考え。

11日（木）グーグルのグループウェア機能で、中央官庁の情報が公開状態に
日経産業 職員が私的に使っていた情報が他の利用者も参照可能になっていた。当サービスの初期状態では誰でも見られる設定。

12日（金）タブレット市場、大手メーカー以外が相次ぎ参入
日経産業 ヤマダ電機は自社ブランド製品をレノボ・ジャパンと共同開発し発売。その他に1万円台のタブレットなど各社が参入している。

12日（金）健康・介護福祉の国内IT市場、2017年に619億円に　─IDCジャパン予測
日経産業 医療と介護福祉の連携が進み、医療データ共有の需要が膨らむことから、12年比で8.2%増と予測している。

17日（水）総務省、2013年情報通信白書でIT企業による海外進出で17.5兆円と予測
日経産業 国内IT関連事業者が海外トップ企業並みに事業展開すれば、12年国内売上高の約4分の3の売上高を達成できるとしている。

19日（金）LTEの接続エリア実態調査、ドコモがトップ　─日経BPコンサル調査
日経産業 各社の主力スマホ5機種で比較。NTTドコモのエクスペリアAがエリアの広さと速度と共に1位となった。

24日（水）無料通話・チャットアプリ「LINE」、2億人突破
日経産業 アジアや南米で急拡大し、1月中旬に1億人を突破してから約半年での2億人突破となる。

25日（木）NEC、IP電話システムの新製品を発売
日経産業 接続できる端末数を2倍にし、スマホやテレビ電話端末など様々な機器を内線電話の回線を通じて使える。

25日（木）NTT東、地域会社を4社に統合するなどの組織再編
日刊工業 17都道県別に配置していた各支店を6ブロック単位に分け、各地域会社は4社に統合する。

26日（金）ソフトバンク、2.5ギガヘルツ帯のUQへの割り当てについて総務省に抗議
日刊工業 電波監理審議会による公開ヒアリングの実施や、26日の割り当ての延期を希望している。

29日（月）KDDIまとめてオフィス、中小の災害対策支援を強化
日刊工業 3日間の食料や飲料水をセットで提供するとともに、衛星携帯電話の利用を提案する。

30日（火）携帯各社、夏のイベント集中期を迎え混雑緩和に奔走
日経産業 各社はLTEに対応した移動可能な基地局やWi-Fi基地局などを花火大会会場などに臨時増設している。

30日（火）2013年国内IT市場、ハード需要衰退で0.9%減　─IDCジャパン予測
日経産業 サーバーなどのハード市場が5.0%減。通信関連投資が一巡し、家庭用パソコンの需要減退などによりハード投資が減少。
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環境省や国土交通省、林野庁などの中央官庁で、職員が私
的に使っていた米グーグルの情報共有サービス（グループウ
エア）の情報を、他の利用者も参照できていたことが明らか
になった。企業や団体などが提供するシステムでは外部との
情報共有が難しい場合が多く、これらのサービスを使う場面
が増えている。今回のような「意図しない情報漏洩」を防ぐ
にはどうすべきなのか。
　環境省などで利用されていたグーグルグループは「経済
や芸術、IT（情報技術）などの分野別特定テーマに関して
ネット上で意見を投稿したり参照したりするためのサービス」

（グーグル日本法人）だ。
グーグルグループで新たにテーマを設けると、利用者か投

稿した文書をどの程度の範囲で共有するか設定できる。問題
は初期状態では、文書を誰でも見られる設定になっているこ
とだ。特定のメンバーしか利用を許可しないようにするには、
管理用画面から設定し直す必要がある。官庁の利用者らはこ
の設定をせずに利用していた可能性が高い。

野村総合研究所子会社の NRI セキュアテクノロジーズ（東
京・港、増谷洋社長）で顧客の情報保護指針の策定支援に携
わる船越洋明コンサルタントは「悪意のない現湯の利用者だ
けを責められない」と話す。
　企業や組織を惰報漏洩やサイ
バー攻撃から守るための行動指針

「情報セキュリティーポリシー」。よ
うやく中小企業にも採用が広がり
つつあるが、職場でのソーシャル
メディアの利用を禁止しいる企業
は大企業など一部というのが現実
だ。
　「一旦策定したポリシーを更新せ
ず、ソーシャルメディアやモバイ
ル端末など最新技術の利用につい
て記載していないケースも少なく
ない」。船越氏は毎年更斬する必要
があると説く。
　中央省庁のセキュリティーポリ
シーはどうか。内閣官房情報セキュ
リティーセンター（NISC）が策定
している、各府省のポリシーのひ
な型となる「政府機関の情報セキュ
リティ対策のための統一基準」の
最新版は 2009 年版。「府省庁外で

情報処理を行う場合には情報システムセキュィ責任者及び課
室情報キュリティ責任者の許可を得ること」とある。
　関係者は「ルールが厳密に適用されていなかった」と話す。
同時に「クラウドサービスやモバイル端末などを使う場合を
想定しておらずルールが追いついていない」と、責任の一端
はNISCにあると指摘する。
　職場では便利な情報共有ソフトを求めている。事業のスピー
ドが増し、国内外の組織と情報共有する必要性も増している。
消費者向けのサービスがその流れを加速させている一面もあ
る。
　今回、標準で情報が「公開」となっているにも関わらず、
精密情報を投稿した利用者側の ITに関する理解度の低さを問
うことはできる。ただ「ポリシーの不備や教育の不徹底さの
ほうが課題」と指摘する専門家は少なくない。
　企業向けのシステムよりも消費者向けのサービスの進化の
速度が速く、業務でも使いたいと思うのは当然だ。IT の進化
を取り込みポリシーを整備し、安全に消費者向けサービスを
使える仕組みを作り、従業員らに安全な使い方を教育する必
要がある。

グループウェアの盲点　　「グーグルグループ」公開状態
■初期状態 誰でも閲覧　■安全指針 毎年更新を

7月11日（木）
日経産業

調査会社のIDCジャパン（東京・千代田）は11日、国内の健康・
介護福祉関連 IT（情報技術）の市場規模が 2017 年に 12 年比
で 8.2%増の 619 億円になるとの調査結果を発表した。高齢者
の増加に伴い医療と介護福祉の連携が進み、患者の医療デー
タを地域の様々な施設で共有するシステムなどの需要が膨ら
むとみている。
　推計は同分野に関連するハードウエア、ソフト、IT サービ
スを合わせたもの。13年の市場規模は12年比 1.3%増の 579億
円、12年から 17年までの年間平均成長率は1.6%となる見通し。
　介護分野では介護ロボットや、センサーなどを活用した認
知症患者の見守りシステムなどが広がる見込み。IDC ジャパ

ンは IT関連企業が同分野で成長するには「世界市場を念頭に
置いた製品やサービスの商用化が必要」などと指摘する。

健康 ･介護福祉の IT市場　　17年に619億円　　国内､ 民間見通し7月12日（金）
日経産業
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■ごく普通の学校にタブレット PCがやってきた
小学校の実証研究は平成 22 年度より全国の 10 校

で継続的に取り組まれている。研究校は地域や学校
規模は異なるものの、いずれも一般的な公立小学校
であることが今回の実証校のひとつの特徴である。
ICT に対する知識や興味が高い規範的な学校ではな
く、ごく普通の学校に先進的な ICT 環境が整備され
たのである。
　研究校に整備された主な ICT 環境は次のとおりで
ある。

○全学級担任および全児童に一人 1 台のタブレッ
トPC端末を配布

○全普通教室にインタラクティブ・ホワイト・ボー
ド（IWB:電子黒板）を整備

○タブレット PC や IWB を接続するための通信
ネットワーク

○クラウド・コンピューティングを活用した教育
コンテンツ・アプリケーション等の提供

○各学校1名ずつの ICT支援員の配置
　まず目を引くのは全ての児童にタブレットPC端末
が配布されたことである。近年、公立学校において
も教職員1人 1台のPC環境というのは実現されてい
るが、児童用パソコンの整備率は 6.6 人に 1 台（平成
24 年 3 月現在）であり、1 人 1 台環境にはほど遠い。
さらに、IWB も現状では 1 校に 2 台程度しか整備さ
れておらず、全ての教室に IWB が配備されている点
も先進的であるといえる。
　このように普通の小学校に先進的な ICT 環境が整
備されたわけだが、その ICT 整備は従来の学校が進
めてきたものとは大きく異なり、” 普通教室 ” での
ICT の利活用を想定した整備となっている点も先進
的であるといえよう。

　従来進められてきた学校の ICT 整備は「パソコン
教室」など特別教室での ICT 整備である。ICT を利
用することは特別な場所に移動して行う特別なもの
であり、特別な授業で行うものであった。
　対して、研究校では特別教室ではなく普通教室に
ICT 環境を整備したのである。これによって ICT の
利活用は特別なものから普段使いへと変容した。普
通の授業で利用したいときに ICT を利用できる環境
が実現したのである。

■ ICTが促進する「協働学習」という新しい学び
　そうした ICT 環境のもとで、ICT 利活用の取り組
みは授業から課外活動、家庭学習まで多岐にわたっ
たが、もっとも活発であったのは「協働学習」とい
う新しい学びの形を取り入れた授業においてであっ
た。
　協働学習とは、子ども達がお互いに教え合ったり、
学び合ったりする形式を取り入れた教育手法である。
具体的には自分と他者との考えを比較したり、グルー
プ内で各自の考えを持ち寄ってひとつの意見にまと
めたりといった活動を行うものである。従来の多く
の授業でみられた教師が一方的に児童・生徒に語り
かけていく「一斉授業」とは異なり、児童 ･ 生徒の
意見を中心として事業は進行していく。
　この協働学習を効果的に実施するにあたり、ICT
は大きな役割を担っている（図参照）。
　「資料の作成」「グループでの話し合い」においては、
修正や加筆が容易に行えるといった部分で ICT の特
徴が活きてくる。実際、「書き直しが容易なデジタル
ノートを利用することで、子ども達は間違いを恐れ
ることがなくなり、紙のノートに比べて記述量が増
えた」という先生の感想はよく聞かれる。

学校における ICT整備の潮流
〜実証研究からみえてきたもの〜

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
安藤雅彦

IT最前線

文部科学省と総務省は、平成22年度より教育分野における ICT利活用の実証研究に取り組んでいる。本稿では、
3年間かけて行われた小学校の実証研究を紹介し、そこから浮かび上がる学校の ICT環境の新たな潮流を考察す
る。
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　「発表・共有」の部分では、IWB の分割表示など
を使って複数の考えを表示したり、比較したりする
ことが容易になった。さらに ICT を活用することで
効率的に発表や共有を行う事も可能となる。たとえ
ば一人ずつ口頭で発表させる方式では、複数の児童・
生徒の考えを聞くためには多くの時間が必要となる。
あるいは児童・生徒が自分の意見や答えを黒板に板
書させると時間がかかるだけでなく、文字が小さく
て読みにくいなどの問題があった。このような問題
点は ICT を授業に取り入れることで容易に解決でき
る。児童・生徒用のタブレットPCから教師の端末や
IWB にデータを送信することで、教師はクラス内の
全ての意見を一瞬にして把握し、IWB に直接表示す
ることができるようになるからだ。
　このように ICT の効果は多岐にわたるが、協働学
習の一連の流れにおいて、もっとも大きな効果は児
童・生徒の “思考の可視化 ”であろう。発表段階はも
ちろんのこと、資料の作成やグループでの話し合い
など、全ての場面において、教師は必要に応じて子
ども達のタブレットPC端末の状況を確認できる。教
師は最終的な答えだけでなく、答えに至るまでの思
考やグループ内作業の状況など今までうかがい知る
事が難しかった部分も確認できるようになる。この
ような “思考の可視化 ”を踏まえ、より適切な指導が
行えるようになるのである。

　このように見てくると、協働学習のポイントは教
師と児童･生徒あるいは児童･生徒同士で”知の交流”
を行うことにあり、” 知の交流 ” を活発化するための
手段として ICTが利用されているのである。

■無線 LANの整備が必要不可欠に
　協働学習という新しい学びの形を ICT が支援する
にあたって、特に重要となるのが無線LAN環境の構
築である。なぜなら ”知の交流 ”を活性化させるため
には、シームレスかつストレスレスに多くの情報の
やりとりを行う必要があり、そのためのネットワー
クが必要となるからである。
　ところで現状に目を向けると、公立学校の無線
LAN 整備率はそれほど高くない。公立学校の普通教
室における無線LAN整備率は23.7%（平成 24年 3月
現在）であり、多くの学校では無線 LANは未整備な
のである。しかしながら、ICT の普段使いや協働学
習という新しい学びの形を促進させるためには、普
通教室をはじめとする校内全域での無線LAN環境の
構築が必要不可欠といえる。
　今後、無線 LAN の整備は、生徒 ･児童用タブレッ
トPC端末の整備、IWBの整備、クラウド・コンピュー
ティングとあわせ、学校の ICT 整備の新たなトレン
ドのひとつとなることが期待できるであろう。

（出典）総務省「教育分野における ICT利活用推進のための情報通信技術に関するガイドライン（手引書）2013（小学校版）」

（図）ICTを活用した協働学習における役割のイメージ
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　企業・組織における無線 LANの導人機運がこれま
で以上に高まっている。アルバネットワークス ･ シ
ステムエンジニアリング部コンサルティングエンジ
ニアの池田豊氏は、「これまで無線 LAN は会議室や
特定のフロアなど、部分的な導人が主だった。しかし、
近年では全社導人へと拡大しつつある｣ と話す。
　従来、業務で用いられる端末はデスクトップPCが
中心であった。しかし、ノートPCの採用が増え、ま
た、スマートフォンやタブレット端末を社内ネット
ワークに接続し、業務で利用したいという声が増え
ている。そのアクセス手段として、無線 LANが改め
て脚光を浴びているのだ。
　モトローラ･ソリューションズでワイアレス･ネッ
トワーク ･ ソリューションズビジネス開発部長を務
める的場晃久氏は ｢これまでの無線 LAN は、有線
LAN を補完する位置付けにあった。しかし、モバイ
ルデバイスの普及により、今後、無線 LANがプライ
マリなアクセス手段となるだろうと語る。
　さらに無線 LANは、企業のオフィスを超えてさま
ざまな場所へと裾野を広げている。ディーリンクジャ
パン ･ マーケティングコミュニケーション部部長の
石原幹夫氏は、｢企業だけでなく、教育、医療機関、
ホテルなど、無線 LANの導入先はこれまで以上に拡
大している｣ と話す。
　例えば、近年の小中学校では専用のPCルームだけ
ではなく、タブレットやノートPCを用いた情報教育
が一般の教室でも行われている。また、医療機関に
おいても、問診時の入力端末としてタブレット端末
を用いるケースが増えている。こうした端末の移勤
を伴うような利用シーンでは、無線 LANの利用が不
可欠だ。
　こうした状況に、さらに拍車をかけているのが、
社員が使いなれた個人所有のデバイスを業務で利用
するBYOD（Bring Your Own Device）である。会社
から貸与されるモバイルデバイスではなく、使い慣

れた自分のスマートフォンやタブレット端末で仕事
をすることにより、生産性向上や業務のスピードアッ
プを図ろうというものだ。実際、｢BYODに関する商
談はこの一年から半年で倍以上は増えている｣（池田
氏）という。

802.11ac も導入を後押し
　スマートデバイスの普及と活用シーンの広がりに
加え、さらなる導入の追い風となりそうなのが、新
規格 ｢IEEE802.11ac｣ の登場だ。
　IEEE802.11ac は現行の IEEE802.11n の次世代規
格であり、最高 1.3Gbps の通信速度（最大転送理論
値は 3.6Gbps）という、有線ネットワークに匹敵す
る高速通信を実現する。IEEE ではまだドラフト策
定の段階にあるが、製品間の相互運用性保証などを
推進する業界団体、Wi-Fi Alliance の発表によれば、
IEEE802.11ac の認定プログラムは、ドラフト策定に
先がけた 2013 年 6 月のリリースを予定しているとい
う。
　1.3Gbps という高速性は多くのメリットをもたらす。
その一例として、VoIP やビデオ会議をはじめとした
広帯域を要するマルチメディアアプリケーションの
スムーズな利用が挙げられるだろう。
　また、BYOD により私有のスマートデバイスの業
務活用が進めば、ユーザーは複数のデバイスを使う
ようになり、無線 LANにも多大な負荷が掛かるよう
になる。 IEEE802.11ac がもたらす高速性は、より多
くのデバイスを収容しながらも、通信のパフォーマ
ンスを劣化させないため、こうした課題も解決する
のだ。
　すでに市場には、IEEE802.11ac 対応を謳った製品
も現れ始めている。しかし、その本格展開にあたっ
てはメーカー側もユーザー側も様子見の段階にある
ようだ。メーカー各社は､「IEEE802.11ac 製品に対す
る問い合わせは非常に多い。とはいえ、デバイス側

今こそ始める無線 LANシステム構築
〜 BYODの普及で導入が急拡大〜

業界特集

ネットワークにおける無線 LANの存在感が増している。スマートデバイスの普及が導入に拍車をかけているの
だ。 BYODにも注目が集まる中で、無線 LAN市場に吹く追い風は止みそうにない。　

文◎照井星雄（ITライター）
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の対応がこれからであるのと、市場価格もまだまだ
高額。したがって、本格的な普及は、2014 年度以降
ではないか｣ と口を揃える。

MDM/MAM も不可欠に
　これまで述べてきた最近の動向を踏まえつつ、無
線LANシステム導人のトレンドを探っていこう。
　近年、無線 LAN の導人にあたっては、①デバイ
スからの無線アクセスを担う ｢アクセスポイント

（AP）」、②各APを一元的に管理するとともに、各種
セキュリティ機能や電波環境の最適化機能等を提供
する「無線 LAN コントローラー｣、を組み合わせる
ケースが多い（図表1）。
　なお、①と②の組み合わせは ｢コントローラー型｣
と呼ばれ、AP のみで稼働するシステムは ｢自律型｣
と呼ばれる。自律型の AP には、単に無線接続を担
うだけでなく、コントローラー機能を提供するもの
もある。
　また、ここ最近では①と②に加え、モバイルデバ
イスのセキュアなアクセスを考慮し、｢モバイルデバ
イス管理（MDM）｣ ｢モバイルアプリケーション管理

（MAM）｣ といったソリューションを合わせて導入す
るケースも増えている。
　特に BYOD を念頭においた無線 LAN 導入にあ
たっては、モバイルデバイスに対するセキュリティ
の確保が必須となる。池田氏は ｢従来の無線 LANで
はユーザーベースの認証が主流だった｣ と話す｡ し
かし、BYOD が進展すれば、情報システム部の管理
下にないモバイルデバイスからのアクセスが増える
ことになる。「したがって、ユーザー認証だけでなく、
デバイスごとに認証やポリシーを適用できるような、
MDM や MAM の仕組みが不可欠となる｣（同氏）と
いう。

BYOD を踏まえて機能拡張
　それでは、メーカー各社が提供する無線LAN製品、
ソリューションの最新動向を見ていこう。
　アルバネットワークスでは新製品として、
IEEE802.11ac対応の無線LANコントローラーである

「Aruba7200シリーズ」と、APの「ArubaAP-220シリー
ズ」を投入した。
　Aruba 7200シリーズは同社の無線LANコントロー
ラーの最上位モデル。最大 2048 のアクセスポイント、
3 万 2768 のデバイスを管理できる。一方、Aruba 
AP-220 シリーズは 2.4/5GHz のデュアルラジオをサ
ポートするAPで、最犬1.3Gbpsの伝送が可能だ。
　さらに同社では、ネットワークアクセスの認証基
盤である「ClearPass」向けの新コンポーネントとして、
統合 BYOD ソリューション「Aruba WorkSpace｣ の
提供を開始した。これにより、ネットワークアクセ
ス制御のほか、MDM/MAM も含めた全システムが
同一のプラットフォームに統合できるようになると
いう。
　池田氏は、「Aruba WorkSpace は従来の MDM/
MAM が抱えていた課題を解消するソリューション｣
と説明する。例えば BYOD の運用にあたっては、デ
バイスの紛失、盗難に際してリモートワイプによっ
てデータを消去するといった手立てを施す必要があ
る。しかし業務情報だけでなくプライベートデータ
も消去してしまうことを嫌い、MDM 導人に拒否感
を抱くユーザーは少なくない。
　対して、Aruba WorkSpaceはデバイス内のストレー
ジ領域を ｢ワークスペースエリア｣ と ｢プライベー
トエリア｣ に分割。ワークスペースエリアにあるデー
タは暗号化されるとともに、紛失や盗難に際しても
ワークスペースエリアのデータだけを消去するよう
な仕組みを用意している。実際の利用にあたっては、
ワークスペースにアクセスするためのツールから業
務用アプリケーションを起動するだけでよい（図表2）。

（図表1）無線 LANシステムの導入イメージ（コントローラー型の場合）
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分散型でボトルネック回避
　モトローラ ･ ソリューションズでは、｢WiNG 5 
WLAN｣ を軸とした無線LANソリューションを展開
している。WiNG 5 WLAN の特徴は、無線 LAN コ
ントローラーに管理機能のみを担わせ、データトラ
フィックの処理は各 AP で実施する ｢分散型アーキ
テクチャ｣ を採用している点だ（図表 3）。これによ
り、無線LANコントローラーにトラフィックが集中
することで発生するボトルネックを回避する。さら
に、AP側にはファイアウォールなどの機能を搭載す
ることで、セキュリティの課題も解決する。
　WiNG　5　WLAN の AP は、コントローラーの管
理下で動作する ｢依存型｣ と、コントローラーに障
害が起きた場合は自律的に運用が継続できる ｢自律
型｣ の 2 つを用意している。同一機種の自律型 AP
で 25 台までのシステムを組んだ場合には、そのうち
1台をコントローラーの代わりとして利用できる ｢仮
想コントローラー｣ 機能も提供する。
　自律型の AP として、2.4/5GHz 帯をサポートす
る ｢AP-6532｣、どちらかの電波帯を選択して利用す

る ｢AP-6521｣ など、用途に応じて幅広く選択できる
ラインナップを揃える。無線 LANコントローラーも、

「RFS4000/6000/7000｣ を用意。 36 ～ 1024 台までの
APが収容可能だ。
　同社の的場氏は、｢WiNG 5　WLAN であれば、無
線 LANコントローラーに障害が発生した場合であっ
ても AP に影響を与えない。ファイアウォールなど
のセキュリティ機能も継続して利用できる｣ と強調
する。

教育 ･ 医療機関へ導入を促進
　多彩な機能を搭載しながらも高いコストパフォー
マンスを有した無線 LAN製品の提供により、企業の
みならず教育機関や医療機関等、幅広い領域に導人
を拡大させているのが、ディーリンクジャパンである。
　同社の無線LANコントローラー ｢DWC-1000｣ は、
必要に応じライセンスを追加購入することで、さま
ざまな機能拡張を施せる（写真）。例えば、VPNライ
センスを購入すれば、拠点間を接続するVPNを構築
できるほか、ルーターやファイアウォール機能も搭

（図表3）WiNG 5 WLANの概要図

出典 :モトローラ・ソリューションズ

（図表2）アルバネットワークス「WorkSpace」

モバイルデバイス上に表示された「WorkSpace」を
タップすることで、業務用アプリケーションにセキュ
アにアクセスできる

画像提供 :アルバネットワークス
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載可能だ。さらに、追加 AP ライセンスにより、管
理可能なAPを最大24合まで増設できる。

　導人の容易さもセールスポイントで、ネットワー
クに接続された複数のAPを自動的に検出したり、一
括で設定することもできる。運用面においても、定
期的に電波の状態を解析し、自動的にチャンネルや
送信出力を調整することで、APの干渉を回避。煩雑
な設定管理を不要にしつつ、無線 LAN通信を最適な
状態に保てるような機能群を備えている。
　ディーリンクジャパンの石原氏は、｢無線 LAN コ
ントローラーとして十分な機能を搭載しながらも
リーズナブルな価格帯を設定しているため、これか
ら無線LANを導人したいという企業･組織に最適な
製品。追加ライセンスの購人で、将来的な拡張にも
柔軟に対応できる｣ と語る。
　AP に つ い て も、IEEE802.11n 対 応 の ｢DWL-
3600AP｣ をはじめとして用途に応じた多彩な製品群
を揃えており、ユーザーからの多様な無線 LAN構築
ニーズに応える。さらにディーリンクでは、高速化
への需要を捉え、現在、IEEE802.11ac 対応製品の投
人準備も進めているという。

コントローラー機能をクラウドで
　一方、無線 LAN コントローラーの機能をクラ
ウドで提供するというユニークなサービス ｢Air 
Secretary｣ を展開しているのが、テクノバンだ（図
表 4）。ユーザーの環境には AP のみを設置し、テク
ノバンのデータセンター内に用意された無線 LANコ
ントローラーとインターネット回線を経由し接続す

ることで、さまざまな付加機能を提供する。
　テクノバン ･IT ビジネス第 3 部 ICT アドバイザー
の田中仁氏は ｢高度な無線 LAN 活用をしたくても、
予算や運用管理の面から無線 L Λ N コントローラー
の導人が困難な顧客は少なくない。そうしたニーズ
に基づき、クラウド型サービスがマッチするのでは
と考え、Air Secretary の企画、提供を開始した｣ と
話す。料全体系も月額での利用サービス料を設定し
ており、無線LAN導入の敷居を大幅に下げそうだ。
　クラウド型とはいえ、Air Secretary は無線 LAN
の運用に不可欠な機能群を網羅している。AP のリ
モート制御、コンフィグレーションや AP 設定一斉
ダウンロード / アップロードといった機能のほか、
運用にあたっても無線 LAN通信における自動干渉回
避、カバレッジ調整、ローミングといった機能を提
供する。さらに認証、暗号化、SSIDステルスなどセキュ
リティ機能も用意。月 1 回のレポ一卜も提供し、干
渉 / ノイズ状態や不正 AP 監視状態、不正アクセス
監視状態なども把握できる。

無線 LAN の運用負荷を大幅に抑制
　無線 LANの導入、運用にあたっては、組織変更や
レイアウト変更のたびに繰り返されるネットワーク
の再設計、再構築に際して容易に対応可能な体制が
求められる。そうした課題を解消するのが、ストラ
トスフィアが開発し、インターネットイニシアティ
ブ（IIJ）が提供する ｢OmniSphere｣ だ。OmniSphere
はOpenFlowやオーバーレイ仮想ネットワークといっ
た SDN（Software-Defined Networking）の技術を活
用したネットワーク管理ソリューション。現在、リ
リースに向けた準備が進められているが､ SDN は有
線ネットワークだけでなく、無線 LAN においてもそ
の有効性が注目されている。
　OmniSphere の利用シーンの 1 つが、AP における
SSID 管理の負荷軽減だ。無線ネットワークにおいて
は、部署ごとに SSIDを設定するケースが少なくない。

ディーリンクの無線 LANコントローラー「DWC-
1000」はライセンスの追加購入により VPN機能
や追加 AP管理機能などを拡張可能

（図表4）Air Secretaryの概念図
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しかし、複数の部署がそれぞれ無線ネットワークを
運用している大規模環境ではSSIDが枯渇するおそれ
がある。AP が設定可能な SSID にも限りがあること
から、AP の追加設置などで対処せざるを得なくなる。
しかし、AP が増加すればそれらを制御、管理するた
めの作業も煩雑になってしまう。
　これに対して OmniSphere は、SSID ではなく、
VLAN や VXLAN といった仮想ネットワーク技術を
用い、ネットワークやトラフィックを分離する。こ
れにより、ネットワークごとに異なるSSIDを設定す
る必要がなくなり、自由度の高い AP の配置設計が
可能となるのだ（図表5）。
　ストラトスフィア・代表取締役社長の浅羽登志也
氏は ｢ユーザーは 1 つの SSID で複数の AP を利用
し、かつ複数のネットワークに接続できる｣ と、無
線 LAN 環境における OmniSphere の導人メリットを
アピールする。
　IIJは、パートナー企業にOEM提供する同社のネッ
トワーク管理サービス ｢SACM｣ と OmniSphere を
連携させることで、新たな付加価値を提供していく
構えだ。

販促ツールとしての活用も期待
　以上のように、導入シーンを広げている無線 LAN
だが、次のステップとしてマーケティングや販売促
進のツールとして活用しようという動きも出てきた。
　小売業を例に挙げてみよう。最近では、来店した
顧客へ、無線 LANによるインターネット接続を提供
することが日常的になりつつある。そうした中で店
舗側は、スマートフォンなどからネットワークにア
クセスした顧客の興昧や店内での行動の情報を収集、

それらを分析して売上につなげられるような仕組み
の構築を勘案中であるという。
　｢顧客の趣味趣向、行動などの情報を無線 LAN で
収集、分析することで、クーポン券などのプッシュ
配信はもちろん、店員の接客オペレーションを変え
る、といった来店者の購買意欲を剌激するような、
さまざまなアクションがとれるようになる｣ と的場
氏は説明する。
　モトローラ・ソリューションズでは、このような
無線 LAN から得られる情報を分析し、売上につな
げるアプリケーションを開発するためのAPIを提供。
パートナーの SIer と共に無線 LAN 活用の領域を広
げようとしている。
　またテクノバンも、スマートフォンの位置情報や
購買データを収集して分析するソリューションの提
供にも着手しているという。田中氏は、「一般の人々
が集う病院や学校、流通・小売、遊園地やテーマパー
クなどをターゲットとして、ビジネスに活かせるマー
ケティング機能をクラウドベースの無線LANサービ
スによって提供していきたい｣ と話す。
　無線 LANシステムとモバイルデバイスの提案、導
入は通信系 SIer にとって、もっとも得意とするとこ
ろ。BYOD の機運が高まる中では、この追い風に乗
らない手はない。さらに、無線 LAN を情報収集、分
析のツールと捉えたアプリケーション提案を行うこ
とで、インフラ構築だけにとどまらない、より大き
な商機を得ることも可能だろう。
　最新のトレンドと今後の進化の方向性を見据え、
商材としての無線 LANのさらなる可能性を追求して
はいかがだろうか。

（出典 :テレコミュニケーション_July 2013）

（図表5）自由度の高い APの配置設計が可能な OmniSphere
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　「UNIVERGE Aspire UX 」は、現在、市場で多く
のユーザーの支持を得ている「UNIVERGE Aspire X」
の後継機種です。
　従来機種より定評のあった、1機種で中小規模から
大規模システムまで対応できる “モジュール構成 ”や
IP 電話サービス /FMC サービスのマルチキャリア対
応、及び多彩なネットワーク構築要求に対応できる
柔軟性はそのままに、システムの規模拡張性を大幅
に向上させました。また、より洗練されたデザイン
へ進化した多機能電話機ラインアップに加え、スマー
トフォンやタブレット端末、携帯電話、TV電話端末
など幅広いコミュニケーション端末に対応すること
ができます。
　ネットワーク構築の柔軟性、幅広いシステム拡張
性と豊富な連動端末で、ニーズが高まる BYOD（※）

などを導入することで変化するワークスタイルに対
応し、従業員が働く場所を問わず、生産性を最大化
するコミュニケーション環境を提供します。
（※）Bring Your Own Device、ビー・ワイ・オー・ディー
　従業員が個人保有のモバイル機器をオフィス内外で業
務に使用すること。

■「UNIVERGE Aspire UX 」の特長
１．キーテレフォン市場で群を抜く圧倒的なシステ

ム拡張性

　システム容量を従来機種比約 2 倍（712 ポート
→ 1,360 ポート）に拡張しました。電話機 20 台まで
の小規模から、1,000 台程度の大規模クラスのユー
ザーまで「UNIVERGE Aspire UX」1 機種でカバー
することができます。加えて、従来機種から引き続き、

次世代オフィスコミュニケーションゲートウェイ
「UNIVERGE Aspire UX」

〜 多様化する環境やワークスタイルに対応する次世代システム 〜

新製品・新サービス

NECならびに NECインフロンティアは、SIP対応 IPキーテレフォンである、次世代オフィスコミュニケーショ
ンゲートウェイ「UNIVERGE Aspire UX（ユニバージュ　アスパイア　ユーエックス）」を9月2日より出荷開始
しました。

プラットフォームのモジュール構成
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小型の基本モジュール（主装置）を積み上げてシス
テム容量を拡大する “モジュール構成 ”を採用してお
り、小規模から大規模クラスまで、システムを買い
換えることなく対応することが可能です。
　「UNIVERGE Aspire UX 」はこれらによる圧倒的
なシステム拡張性で、既設の設備を無駄にすること
なく、コストをかけずにシステムを増設することが
できます。

２．多彩なネットワーク構成に対応可能

　主要通信キャリアの IP 電話サービスや FMC サー
ビスに対応しており、ユーザーの事業環境に合わせ
て、幅広い選択肢の中からベストなインフラを提案
することができます。
　また、広域ネットワークを介して内線電話・デー
タ統合網を構築し、事業所間の通信コストを削減す
ることができる事業所間ネットワーク構築だけとっ
ても、下記のように柔軟な構築機能を有しています。
・AXリンク機能 : 複数の事業所に跨る「UNIVERGE 

Aspire UX 」を、あたかもワンシステムのように
運用することが可能。

・ネットワーキング機能 : 一部の機能を事業所間で共
用することが可能。

・CCIS 接続機能 : 事業所間で「UNIVERGE Aspire 
UX 」と NEC 製 PBX「UNIVERGE SV シリーズ」

の一部機能を共用することが可能。

３．進化した多機能電話機ラインアップ、スマート

デバイスも接続可能　

（1）デザインと機能性を進化、多機能電話機ライン
アップを刷新

　多機能電話機は、ユーザーに優しいユニバーサル
デザインを従来機種から継承しつつ、透明感と高級
感のあるエレガントな外観へ進化しました。基本ラ
インアップは、デジタル多機能電話機 /IP 多機能電
話機（それぞれ、ラインキー 12/24/32 ボタン）にク
リアホワイト、ピアノブラックの 2 色を用意。着信
時に点灯するイルミネーションランプの中央配置と
テンキーの LED バックライトの改良による視認性の
向上など、使い勝手も追求しています。また、夜間
など業務時間外に指定する多機能電話機への給電を
停止し待機電力をゼロにする、パワーセーブ機能を
搭載。全電話機へ給電する場合と比較して消費電力
を抑えることが可能です。
（2）スマートデバイスをはじめ接続可能なモバイル
端末も充実

　スマートフォン、タブレット端末などのスマート
デバイス、携帯電話、PHS 端末、TV 電話端末、モ
バイル PC など豊富な端末機器と接続が可能です。

「UNIVERGE Aspire UX 」の内線端末として収容す

事業所間ネットワーク構築の例
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るほか、キャリアの提供するFMCサービスと連携し
て、日本全国どこでもスマートフォンや携帯電話を
内線電話のように同一番号、定額料金で通信するこ
とも可能です。FMC ニーズに幅広く対応でき、企業
の機動力アップ、ワークスタイル変革を強力にサポー
トします。

４．サービスパーソンの効率アップ、保守性の向上

　「UNIVERGE Aspire UX 」は様々な点で保守性の
向上を図り、サービスパーソンの作業効率化に寄与
します。
　以下、操作性向上の例
・主装置の壁掛け設置の際、専用取り付け用品（※

オプション）を使用することで、保守面である主
装置側面を任意の位置に動かすことが可能。

・システムデータ（電話帳データなど個人情報含む）
等の保存先を基板上のメモリからSDカードに変更
することにより、システム廃棄時にデータをユー
ザーへ返却することが可能。

・工場出荷時点で主装置筐体に一部基板を実装出荷
することにより設置作業工数の低減が可能。

　また、2013年 10月から新たに「NECキーテレフォ

ン設置先管理サービス」を開始します。「UNIVERGE 
Aspire UX 」の設置先情報の管理、システムデータ
のバックアップ保管、設置システムのアラーム監視
などを行うことができるほか、登録した条件によっ
て設置顧客情報を抽出できる “顧客マスタ ”として活
用することも可能です。本サービスは契約販売店に
は基本的に無償で提供を行います。

■次世代オフィスコミュニケーションゲートウェイ
　「UNIVERGE Aspire UX」商品サイト
　http://www.necinfrontia.co.jp/aspire_ux/

■本件に関するお問い合わせ先
NECインフロンティア株式会社
営業推進本部　ネットワーク営業推進部
電話：03-5282-5823
受付時間：8:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:15　
　　　　　（土・日・祝日・年末年始を除く）
E-mail：info@kts.jp.nec.com

幅広い端末機器に対応可能
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平成２５年度本部研修「下期開催分」のご案内

　平成25 年度下期開催予定の本部研修は次のとおりです。25年度は研修内容の見直しとコースの新設を行って
一層の内容充実を図りました。全コースとも随時、受付をしています。

◎本部研修の体系

◎ LAN ネットワーク技術者研修（情報ネットワークプランナー資格取得）
開催地 開　催　日 試験日時 募集人員

大　阪 平成 25 年 11月 20 日（水）～ 21 日（木） 21 日（木）16:00 20 名

広　島 平成 25 年 10月 1 日（火）～ 2 日（水） 2 日（水）16:00 10 名

東　京 平成 25 年 12月 2 日（月）～ 3 日（火） 3 日（火）16:00 20 名

◎ LAN 実機トレーニング研修（情報ネットワークプランナーマスター 2013 資格取得）
開催地 開　催　日 試験日時 募集人員

金　沢 平成 25 年 10月 9 日（水）～ 10 日（木） 10 日（木）16:00 10 名

名古屋 平成 25 年 10月 23 日（水）～ 24 日（木） 24 日（木）16:00 20 名

広　島 平成 25 年 11月 6 日（水）～ 7 日（木） 7 日（木）16:00 10 名

大　阪 平成 25 年 12月 11 日（水）～ 12 日（木） 12 日（木）16:00 20 名

東　京 平成 26 年 1 月 28 日（火）～ 29 日（水） 29 日（水）16:00 20 名
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◎受付期間
・各コースとも開催日の2週間前まで受け付けます。
・申込数が定員に満たない場合は中止することがあります。

◎申込方法
・本部ホームページ「研修・セミナー・講演会等のご案内・お申込み」欄の各コース案内から申込書を印刷し、

必要事項をご記入のうえ、次の宛先に郵送又はFAXでお送りください。
　本部HP：http://www.itca.or.jp/
① 郵送先　　〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-17-7　第 3大倉ビル3F
　　　　 　　（一社）情報通信設備協会 事務局
　　　　　　TEL　03-5640-6508
　　　　　　E-mail　honbu@itca.or.jp
② FAX　　   03-5640-6599

◎研修助成金について
　「LAN 実機トレーニング研修」を受講し「情報ネットワークプランナー・マスター 2013」資格試験に合格さ
れた社員の所属会員会社に対して、合格者1名に付き2万円の受講料助成を行っています。

◎その他
詳細は、本部ホームページ「研修・セミナー・講演会等のご案内・お申込み」欄をご覧ください。
本部HP：http://www.itca.or.jp/

◎ LAN 実機「冗長化技術」研修
開催地 開　催　日 募集人員

金　沢 平成 25 年 10月 11 日（金） 10 名

名古屋 平成 25 年 10月 25 日（金） 20 名

広　島 平成 25 年 11月 8 日（金） 10 名

大　阪 平成 25 年 12月 13 日（金） 20 名

東　京 平成 26 年 1 月 30 日（木） 20 名

◎無線 LAN 研修（25 年度新設コース）
開催地 開　催　日 募集人員

静　岡 平成 25 年 10月 18 日（金） 20 名

大　阪 平成 25 年 11月 22 日（金） 20 名

東　京 平成 25 年 12月 4 日（水） 20 名
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平成25年度版「中小企業施策利用ガイドブック」

この度、中小企業庁から、中小企業の皆様が震災対策、経営改善、資金繰り対策など様々な施策を活用される際の
手引書として、施策の概要が簡潔に紹介された平成25年度版「中小企業施策利用ガイドブック」が発行されまし
た。

１．使い方
（1）中小企業庁のホームページの TOPページ（http://www.chusho.meti.go.jp/）から「中小企業施策利用ガイ
ドブック」と入力して検索し、ガイドブック内の必要な「重点施策及び中小企業支援施策」をダウンロード
してご利用ください。

（2）巻頭の｢インデックス｣では、利用者のニーズにあわせて利用できる施策を支援制度別に探すことができます。
（3）｢目次｣ では、中小企業施策を次の各項目に分類し、項目毎に利用できる施策がー覧できます。

①平成25年度重点施策（震災対策、経営改善・資金繰り支援など）
②経営サポート（技術力の強化、創業・ベンチャー支援、経営革新支援、新たな事業活動支援、知的財産支援、

再生支援、雇用・人材支援、海外展開支援、取引・官公需支援、経営安定支援、小規模企業支援）
③金融サポート（融資制度、保証制度）
④財務サポート（税制、会計、事業継承）
⑤商業・地域サポート（商業、物流支援）
⑥相談・情報提供（中小企業支援センターなど）

（4）1つの施策が複数の項目に該当する場合は、該当するそれぞれの項目に表示されていることがあります。

２．掲載施策の例
次のような支援施策のほか、多数の施策が掲載されています。

（1）再生支援
摘要 施策名

企業再生のために経営を見直したい 中小企業再生支援協議会
抜本的な事業再生に対して支援を受けたい ｢第二会社方式｣ による事業再生に関する支援
企業再生のための資金の提供を受けたい 中小企業再生ファンド（再生支援出資事業）
会社の再建のための資金を借りたい 企業再生貸付制度
事業再生に必要となる資金を調達したい 事業再生支援制度
再チャレンジする方を支援します　　 再チャレンジ支援融資制度（再挑戦支援資金）
再チャレンジするために必要な資金の保証を受けたい 再挑戦保証制度
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（2）金融サポート
摘要 施策名

ものづくり中小企業の研究開発に対する融資制度はないか 企業活力強化資金
省エネルギー ･新エネルギーに関連した事業を行いたい 省エネ ･新エネ関連設備等の導入に対する支援
情報化（IT化）投資に対する融資制度を知りたい 政府系金融機関の情報化投資融資制度（IT活用促

進資金）
創業資金を借り入れたい 新創業融資制度
経営革新や新連携､ 地域資源､ 農商工連携等の事業に取り組
むための資金を借りたい

新たな事業活動を支援する融資制度

会社の再建のための資金を借りたい 企業再生貸付制度
事業再生に必要となる資金を調達したい 事業再生支援制度
防災のための施設整備をしたい 防災施設整備融資制度（BCP融資）
突然の自然災害から事業を復旧させたい 災害復旧貸付制度
小規模企業者等が設備を導入する際、融資や設備の貸与を受
けたい

小規模企業者等設備導入資金制度

再チャレンジする方を支援します 再チャレンジ支援融資制度（再挑戦支援資金）
担保や保証なしで資金が借りたい 経営者本人の個人保証を不要とする融資制度
借入に過度に依存することなく事業資金を調達したい 売掛債権早期現金化支援
無担保 ･第三者保証人不要の長期借入を受けたい ｢証券化支援スキーム｣ を活用した融資制度（CLO

融資）

（3）財務サポート
摘要 施策名

雇用を増加させる企業に対する税制上の優遇措置を知りたい 雇用促進税制
中小企業における様々な税制措置を知りたい 中小企業に適用される税制
設備投資を行った場合の税制措置を知りたい 中小企業投資促進税制
少額の設備投資を行った場合の税制措置を知りたい 中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算

入の特例制度
事業年度に生じた欠損金に対しての税制措置を知りたい 欠損金の繰越控除制度､ 繰戻還付制度
ベンチャー企業への投資に対する税制上の優遇措置を知りた
い

エンジェル税制

公害防止設備に関する税制上の優遇措置を知りたい 公害防止税制
事業承継を円滑化するための税制措置について知りたい 事業承継円滑化のための税制措置

３．注意
（1）掲載されている内容は各施策の “ 概要 ” ですので、実際の施策利用に当たっては、各ページ下欄に掲載の

｢お問い合わせ先｣ までご確認ください。
（2）掲載されている内容（項目、要件、申請時期等）が変更される場合がありますので、ご注意ください。
（3）本書は､ 平成 25年 3月現在で編集されています。

○本ガイドブックの印刷版は、各地域の経済産業局、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業支援
センターなどでも入手できますので、最寄りの機関にお尋ね下さい。

○お問い合わせ先
中小企業庁広報室　　　電話：03-3501-1709
〒 100-8912　東京都千代田区霞が関1-3-1
メールアドレス：e-chusho@meti.go.jp　　　URL : http://www.chusho.meti.go.jp/
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１．試験日時 平成26年 1月 26日（日）　試験時間については受験票に記載されています。
２．試験実施地及び試験会場　

札幌、仙台、埼玉、東京、横浜、新潟、長野、金沢、名古屋、大阪、広島、松山、福岡、熊本、那覇
３．受験票 平成26年 1月上旬に郵便はがきで通知されます。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）を貼ってください。
受験票がないと試験会場に入場できませんので、試験当日は必ず持参してください。

４．試験種別 伝送交換主任技術者試験、線路主任技術者試験   
５．試験科目及び出題方式　

①試験科目　ア .法規　イ .伝送交換設備及び設備管理 （伝送交換主任技術者試験）
　　　　　　ウ .線路設備及び設備管理（線路主任技術者試験）　エ .専門的能力
　　　　　　オ .電気通信システム
②出題方式　択一方式（マークシート方式）

６．科目免除 科目合格者、一定の資格又は実務経歴等を有する者及び認定学校単位修得者等は、申請により試験が
免除される科目があります。
＊電気通信主任技術者規則の一部改正（21.6.30）により、平成21年 6月 30日以降実施した試験から「受
験による科目合格」の有効期限は、3年以内（6回分）になりました。

７．合格基準 各科目の満点は 100 点で、合格点は 60 点以上。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。

８．試験解答発表 平成26年 1月 29日（水）に、当試験センターのホームページで公表されます。
９．合否発表 平成26年 2月 17日（月）に、試験結果が受験者全員に郵便葉書で通知されます。また、（一財）日本デー

タ通信協会の各事務所において閲覧することができます。
なお、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。

10．試験手数料
　

平成25年 2月 1日から、総務省令第3号（25.1.23 付官報掲載）により試験手数料が改正されました。
定期試験申請分の場合、4科目要試験（全科目未合格）18,700円、3科目要試験（1科目合格済）18,000円、
2科目要試験（2科目合格済）17,300円、1科目要試験（3科目合格済）16,600円。全科目免除申請9,500円。

11．試験申請書の頒布
受験願書冊子（受験の手引き、申請書兼払込用紙、経歴証明書用紙等）は、平成25年 9月上旬から「ゆ
うパック」の着払いで発送されます。

12．申請区分による受付期間等

〜 ICTプロフェッショナル国家資格 〜

平成25年度第二回「電気通信主任技術者」試験のご案内

申請区分 可否 申請内容 申請受付期間 試験手数料払込期間 試験手数料払込機関

インターネット
申請

○ 定期申請
（実務経歴申請-無）

平成25年 10月 1日（火）
       　 ～ 11月 7日（木）

平成25年 10月 1日（火）
          ～ 11月 8日（金）

郵便局（ATM可）
銀行・コンビニ

×

定期申請
（実務経歴申請-有）
（科目免除申請）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
随時申請
（実務経歴申請-有）
（全科目免除申請）
随時申請
（実務経歴申請-無）
（全科目免除申請）

郵送申請 ○

定期申請
（実務経歴申請-無） 平成25年 10月 1日（火）～ 10月31日（木）

郵便局（ATM可）
＊必ず自身で申請書を送付
して下さい。

定期申請
（実務経歴申請-有）
（科目免除申請）

平成25年 10月 1日（火）～ 10月21日（月）

随時申請
（実務経歴申請-有）
（全科目免除申請）

現在日～平成25年 10月21日（月）

随時申請
（実務経歴申請-無）
（全科目免除申請）

現在日～平成25年 10月31日（木）
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13．申請の際の注意事項
（1）試験手数料払込期限経過による申請無効が毎回あります。
※試験手数料の払込み期限をお確かめ下さい。
　　　⇒試験手数料払込期限
　　　　 〈インターネット申請〉11月 8日、〈郵送申請〉10月 31日、〈実務経歴申請〉10月 21日
（2）郵送申請の場合における申請書類郵送漏れがあリます。
※郵便局で試験手数料を払い込んだだけでは、申請書は届きません。必ずご自分で電気通信国家試験センターあて郵

送してください。郵便局では、申請者に代わって ｢試験申請書類｣ の送付は行っておリません。
（3）カナ氏名及び漢字氏名、生年月日の記入・入力ミスが多数あります。
※コンピュター処理上「別人扱い｣ となリ、科目免除が適用できない場合があります。
　　　⇒特に、会社、ご家族等を通じて申請される場合は、ご本人が必ず礁認してください。
（4）インターネット申請でのメールアドレスの入力ミス
※申請中に表示される ｢申請受付完了｣ 画面をあらかじめ印刷・保存などしておいてください。この画面には、｢申請

受付番号や試験手数料の払込方法等｣ が表示されています。
※「申請受付完了｣ 画面が印刷されない場合は、至急お問い合わせください。
　　　⇒申請受付完了メールが届かない場合でも受付は完了していますので、試験手数料を払い込んでください。

⇒資格、科目合格、実務経歴又は認定学校終了による免除申請は、受験の手引きの｢免除科目一覧表｣の『免除コー
ド』を確かめて、間違いなく記入・入力してください。

⇒フリーメールやホットメールによるアドレスは迷惑メールとなる場合がありますのでご使用にならないでく
ださい。

14．お問い合わせ先
（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丁目 11番 1号　巣鴨室町ビル6階
Tel　03-5907-5134　　　Fax　03-5974-0096
http://www.shiken.dekyo.or.jp/　　　E-mail：shiken@dekyo.or.jp
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協会推奨書籍の斡旋について

下表の書籍を協会斡旋価格で販売しますので、ご希望の方は事務局へ電話等でお申し込み下さい。 
関東地方本部　事務局　　TEL 03-5640-4761      

（出版社　　㈱リックテレコム　　　〒113-0034　文京区湯島3-7-7　リックビル）

シリーズ 書　　　　名 判 型 頁 ISBN 定　価 斡旋価格

実戦問題
シリーズ

2013秋 DD1種実戦問題 A4判 272 頁 978-4-89797-933-5 2,982 円 2,680 円

2013秋 DD3種実戦問題 A4判 184 頁 978-4-89797-932-8 2,415 円 2,170 円

2013秋 AI・DD総合種実戦問題 A4判 264 頁 978-4-89797-934-2 2,982 円 2,680 円

精選問題
シリーズ

AI 1・2種  精選問題 改訂版 B5判 256 頁 978-4-89797-839-0 2,730 円 2,460 円

AI 3種 精選問題　 B5判 176 頁 978-4-89797-699-0 2,310 円 2,080 円

標　　準
テキスト
シリーズ

DD 1種 標準テキスト 改訂版 B5判 376 頁 978-4-89797-880-2 2,940 円 2,650 円

DD 3種 標準テキスト 第4版 B5判 296 頁 978-4-89797-912-0 2,520 円 2,270 円

AI 3種 標準テキスト 改訂版 B5判 296 頁 978-4-89797-838-3 2,520 円 2,270 円

科 目 別
テキスト
シリーズ

わかる AI・DD全資格 〔基礎〕 B5判 176 頁 978-4-89797-632-7 2,310 円 2,080 円

わかる AI・DD全資格〔法規〕 改訂版 B5判 200 頁 978-4-89797-870-3 2,310 円 2,080 円

わかる AI 1・2種 〔技術・理論〕 改訂版 B5判 216 頁 978-4-89797-822-2 2,625 円 2,360 円

わかる DD 1・2種 〔技術・理論〕 第4版 B5判 232 頁 978-4-89797-924-3 2,625 円 2,360 円

わかる AI・DD総合種 〔技術・理論〕 第3版 B5判 368 頁 978-4-89797-913-7 2,940 円 2,650 円

書　　　　名 判 型 頁 ISBN 定　価 斡旋価格

きちんとわかる 電験三種 基本テキスト 改訂版 A5判 488 頁 978-4-89797-896-3 2,835 円 2,550 円

きちんとわかる 電験三種 理論 1問1問くわしい解説 A5判 464 頁 978-4-89797-923-6 2,730 円 2,460 円

●電験三種・試験対策書籍

書　　　　名 判 型 頁 ISBN 定　価 斡旋価格

IPv4アドレス枯渇対策とIPv6導入 A5判 360 頁 978-4-89797-830-7 2,730 円 2,460 円

ネットワーク仮想化 基礎からすっきりわかる入門書 B5変判 240 頁 978-4-89797-925-0 2,625 円 2,360 円

パケットキャプチャ入門 改訂版 LANアナライザWireshark 活用術 B5判 408 頁 978-4-89797-875-8 2,940 円 2,650 円

●ネットワーク実務関連書籍

注1・価格はすべて消費税込みです。    
注 2・図書代金は前払いで、郵送希望の場合は別途送料が掛かります。    
注 3・直接、事務局にお出で頂き購入される方は、事前にご連絡ください。（在庫の確認をいたします。）  
 

●工事担任者・試験対策書籍
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株式会社レイコム
東京本社：〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-22-8 梨本ビル3階
電話番号：03-3288-0130   FAX番号：03-3288-0170

Network & Communication
Computer Solution

URL ： http://www.laycom.co.jp  Mail ： information@laycom.co.jp

問合わせ担当：松尾・児玉

② ネットワーク構築
サービス

③ ＩＴ保守
サービス

① サーバ構築
サービス

④ ファシリティ
サービス

⑥ 教育
サービス

⑤ リロケーション
サービス

Laycom

当社は平成13年6月に、ネットワークとコンピュータ
のインフラ構築で、高い技術のご提供ができる企業
を目指して設立しました。
そのため社名は、ネットワークの世界でお馴染みの
レイヤ（Layer）と、コンピュータ（Computer）を合わせ
た造語と致しました。
ネットワーク構築では、ネットワーク機器の設置・設
定はもとより、LAN工事に至るまで、物理層全般に
渡る設計・施工をご提供致しております。
また、コンピュータの部分ではWindowsサーバーを
中心としたプラットフォーム構築に主眼を置き、合わ
せてクライアント展開まで一貫したシステム構築に
対応致しております。
又、現在は音声を含めたIPコミュニケーションの技術
を習得、これにより、IT・ソリューションでは「秀でた技
術を持つ企業」を目指し、ステップアップにチャレン
ジしております。
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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
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
0040 三和通信機㈱ 関東 http://www.sanwa-com.co.jp/ 042-368-2222
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
0077 ワツコ㈱ 関西 http://www.watuco.co.jp/ 06-6925-5681

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、7月31日現在で73社が
認定されています。
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平成25年度 委員会名簿

　第 59 回定時総会（平成 25 年 6 月 12 日）において、2 名の理事が退任し後任理事を選任したことに伴い、下
記のとおり平成25年度の委員会メンバーが委嘱されました。

委員会　　　　氏名　　　　　　本部役職　　　所属組織役職　　　　　　　勤務先
財務企画委員会         
委員長　　　　井上　新一　　　副理事長　　　東海地方本部長　　　　　　第一電話設備（株）
副委員長　　　福島　和義　　　理事　　　　　関東地方本部副本部長　　　三和通信機（株）
委員　　　　　田中　優治　　　理事　　　　　北陸地方本部長　　　　　　かがつうシステム（株）
委員　　　　　長田修一郎　　　副理事長　　　関西地方本部長　　　　　　協和テクノロジィズ（株）　
委員　　　　　阿部　准定　　　理事　　　　　九州地方本部長　　　　　　九州沖通信機（株）　
委員　　　　　及川　恒彦　　　理事　　　　　東北地方本部長　　　　　　東北通信工業（株）
         
総務委員会         
委員長　　　　福島　和義　　　理事　　　　　関東地方本部副本部長　　　三和通信機（株）
副委員長　　　今井　秀昭　　　理事　　　　　関東地方本部幹事　　　　　東邦通信工業（株）
委員　　　　　松山　仁　　　　理事　　　　　関東地方本部幹事　　　　　日本通信設備（株）
委員　　　　　山田　恭郎　　　理事　　　　　東海地方本部副本部長　　　三友電子（株）
委員　　　　　川口　仁志　　　　　　　　　　関西地方本部幹事　　　　　旭コムテク（株）

広報委員会         
委員長　　　　長田修一郎　　　副理事長　　　関西地方本部長　　　　　　協和テクノロジィズ（株）
委員　　　　　松山　仁　　　　理事　　　　　関東地方本部幹事　　　　　日本通信設備（株）
委員　　　　　山田　恭郎　　　理事　　　　　東海地方本部副本部長　　　三友電子（株）
委員　　　　　野田　義信　　　　　　　　　　九州地方本部相談役　　　　（株）西通
         
教育委員会         
委員長　　　　田中　秀明　　　理事　　　　　関西地方本部副本部長　　　田中工業（株）
副委員長　　　藤田　義明　　　理事　　　　　東海地方本部副本部長　　　東海通信工業（株）
委員　　　　　長谷川浩正　　　理事　　　　　関東地方本部幹事　　　　　日興テクノス（株）
委員　　　　　塚本　豊　　　　　　　　　　　関東地方本部幹事　　　　　レイコム（株）
委員　　　　　河内　康志　　　　　　　　　　信越地方本部幹事　　　　　北陸電々（株）

業務委員会         
委員長　　　　大輪　堅一　　　理事　　　　　関東地方本部長　　　　　　富士ネットシステムズ（株）
副委員長　　　鈴木　潔　　　　理事　　　　　関東地方本部幹事　　　　　（株）共栄通工
副委員長　　　久堀　博　　　　　　　　　　　関東地方本部幹事　　　　　クアトロネット（株）
委員　　　　　宮川　欣丈　　　理事　　　　　関東地方本部副本部長　　　宮川電気通信工業（株）
委員　　　　　石田　延章　　　　　　　　　　信越地方本部幹事　　　　　石田通信機（株）
委員　　　　　恒川　純次　　　　　　　　　　東海地方本部幹事　　　　　朝日電気工業（株）
委員　　　　　嶋田　泰嗣　　　　　　　　　　北陸地方本部副本部長　　　北陸通信工業（株）
委員　　　　　吉本　幸男　　　理事　　　　　関西地方本部幹事　　　　　エフビットコミュニケーションズ（株）
委員　　　　　吉川　正明　　　　　　　　　　中国地方本部副本部長　　　（株）立芝
委員　　　　　藤川精二郎　　　　　　　　　　四国地方本部幹事　　　　　土佐通信システム（株）
委員　　　　　福薗　英智　　　　　　　　　　九州地方本部幹事　　　　　日新電設（有）
委員　　　　　高橋　建　　　　　　　　　　　東北地方本部幹事　　　　　扶桑電通（株）東北支店
委員　　　　　早川　幸廣　　　　　　　　　　北海道地方本部幹事　　　　（株）さつでん
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平成25年度第1回財務企画委員会模様

１．日時　　　平成25年7月25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．出席者　　井上新一委員長、福島和義副委員長、

長田修一郎委員、田中優治委員、
阿部准定委員、及川委員、
井上剛毅理事長、岩本房幸専務理事

４．審議模様
（1）会員アンケートの実施について
　これまで協会では、会員に役立つ事業として各種の教
育・研修・セミナーの実施や機関誌・ホームページ・メー

ルマガジン等による情報を提供してきたが、会員の意見・
要望を把握して更に会員に役立つ取組みを推進するため、
8月に会員アンケートを実施する。

（2）24年度公益目的支出計画の報告について
　去る 6 月 12 日の第 59 回定時総会で平成 24 年度決算の
承認を受けたので、「一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
第127条第 3項の規定に基づき、6月 26日に平成24年度
の公益目的支出計画実施報告書等を内閣府に提出した。

◎　会社名　　プライムテクノ株式会社　（平成25年7月1日入会）
　　所在地　　宮城県仙台市　　代表者　　佐々木勝　　TEL　　022-343-5831　　　　
　　事業内容　電気通信設備及び電気設備、消防設備の設計・施工・保守
　　URL　　　http:/www.pr-tec.co.jp

◎　会社名　　備福電気通信建設有限会社　（平成25年7月25日入会）
　　所在地　　岡山県岡山市　　代表者　　福永喜光　　TEL　　086-264-2694　　　　
　　事業内容　ケーブル架渉、布設、撤去、建柱及び撤去等の外線設備工事、光ケーブル接続、
　　　　　　　各種試験業務等の光通信設備

新会員（平成25年6月1日~平成25年7月31日）

新書ベストセラー（2013.7.28~8.3）

〒104-8456  株式会社八重洲ブックセンター　　TEL 03- 3281-1811
東京都中央区八重洲2-5-1　（JR東京駅　八重洲南口）
http://www.yaesu-book.co.jp/
※下記の本体価格には消費税は含まれません。

順位 書名 著者 出版社 本体価格

1 ホテルローヤル 桜木紫乃 集英社 ¥1,400

2 ロスジェネの逆襲 池井戸潤 ダイヤモンド社 ¥1,500

3 爪と目 藤野可緑 新潮社 ¥1,200

4 死神の浮力 伊坂幸太郎 文芸春秋 ¥1,650

5 海賊と呼ばれた男 上巻 百田尚樹 講談社 ¥1,600

6 Another エピソード S 緑辻行人 角川書店 ¥1,500

7 句集　龍宮 照井　翠 角川書店 ¥2,300

8 幸福 今野　敏 新潮社 ¥1,600

9 月神 葉室　麟 角川春樹事務所 ¥1,600

10 楽園の蝶 柳　広司 講談社 ¥1,500

■フィクション
順位 書名 著者 出版社 本体価格

1 岩手は今日も釣り日和 村田　久 小学館 ¥1,600

2 人間にとって成熟とは何か 曽野綾子 幻冬舎 ¥760

3 タモリ論 樋口毅宏 新潮社 ¥680

4 （株）貧困大国アメリカ 堤　未果 岩波書店 ¥760

5 ズボラでも血糖値がみるみる下がる 57 の方法 板倉広重 アスコム ¥952

6 日本人の知らない日本語（4） 蛇蔵 / 海野凪子 メディアファクトリー ¥950

7 地図と楽しむ東京歴史散歩　地形編 竹内正浩 中央公論社 ¥1,000

8 安部公房とわたし 山口果林 講談社 ¥1,500

9 継体天皇と朝鮮半島の謎 水谷千秋 文芸春秋 ¥750

10 終戦史 吉見直人 NHK出版 ¥2,100

■ノンフィクション
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7月28日の TBS「さんまのからくり TV」で「楽天の
お取り寄せ部門で1位を獲得したこともある前代未聞
の冷凍して食べる手羽の冷やし唐揚げ」として紹介さ
れた、博多の話題の一品をご紹介します。
・お取り寄せ1か月半待ち !月128万本の売上
・特殊な揚げ方で鶏肉の水分を全て出しカリカリな

食感を実現
・秘伝の甘辛ダレで味付けし冷凍した唐揚げは今ま

で味わったことのない食感
と大ブレイク中で、いま博多で「何か良い土産物は ?」
と聞くとまず勧められる一品です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■特徴
「冷やして食べる唐揚げ　努努鶏」は、創業者が焼き

鳥屋としてスーパーや百貨店に出店したとき、周りの
テナントとの差別化を考え他店にない唐揚げの必要
性を感じ、「普通という概念を覆す」「正反対」をコン
セプトに味わいを追及したこだわりの逸品です。
甘辛いサクサクの食感を是非お試し下さい。きっ

と病みつきになります。

■食べ方
①冷凍保存していた「努努鶏」を食べる本数だけ器に

取り出します。
②凍ったまま食べても結構ですが、10分ほど常温で

解凍してから食べると、なお一層おいしくなります。
③冷たいうちにそのまま食べる唐揚げです。温めた

り調理したりしないでください。
④おやつや酒・ビールのおつまみに最適です。

名　　称：冷やして食べる唐揚げ 努努鶏（ゆめゆ
めどり）

　価　　格：一箱（中） 1,050円（手羽中・骨付　250g）
　　　　　　一箱（大） 1,575円（手羽中・骨付　375g）

　　　　　一箱（大）3.150円（手羽中・ 骨付　375g
箱詰×2箱）

　原材料名：手羽中、衣、食用油、ゴマ、タレ
　保存方法：冷凍保存

製 造 者：有限会社 鳥一番フードサービス
　　　　　（http://www.e-yumeyume.co.jp/）

　　　　　　福岡県福岡市南区老司1丁目33-1

■購入方法　　
①通販サイト「楽天市場」
②九州や関西などの直営店や委託販売店、空港売店、

高速道路 PA・SA、駅ビルなど（努努鶏ホームペー
ジ参照　http://www.e-yumeyume.co.jp/）

③ザ・博多　有楽町店（東京交通会館　B1F　
　http://hakata-miyage.com/  TEL 03-6273-4468）
④努努鶏ホームページ
　（http://www.e-yumeyume.co.jp/）

■福岡か博多か
博多は、博多湾に面する港町・港湾都市で博多津な

どとも呼ばれ、古代からの歴史を持ち、中世には主に
中川の西側を中心に貿易都市として栄えた。江戸時
代に黒田長政が入国し那珂川の東側に城下町福岡を
築き、商人の町と武士の町の二極都市の性格を持った。
明治時代には博多・福岡をまとめて1つの市・福岡市
として市制施行されたが、博多の地名は博多区として
残っている。

他県の人には分かりづらいが、福岡市を「博多」と
呼び、山陽新幹線の終着駅が「博多駅」、福岡へ行くこ
とを「博多へ行く」というなど、今でも「博多」が通常
使われている。（Wikipediaより一部引用）

食べる

冷やして食べる唐揚げ「努努鶏（ゆめゆめどり）」（福岡市）

天神の屋台（福岡市提供）　
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　Vol.17（2013.7）で「6月の本部総会
前に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。」と書きましたが、今年の日本列島
は連日各地で文字どおりの「猛暑」※
が続き、８月13日には気象庁から耳慣
れない「異常天候早期警戒情報」な
るものが発表され、四万十市では８月
12日に気温が41.0度を記録し、2007年
夏に熊谷市と多治見市で記録した
40.9度の記録を塗り替えました。
　環境省によると、この高温は1000
ワットの電気ストーブ10台を６畳間で
使ったときに受ける熱量に相当するそ
うで、私が2007年の夏に偶然、熊谷市
で体験した、風呂場にいるようなモ
ヤーっとした、体温を超える気持ちの
悪い暑さを思い出します。
　この猛暑はまだまだ続くとの予報で
すが、熱中症と睡眠不足に注意し、健
康に留意してお過ごしください。

（「ＩＴＣＡ」編集委員会）

編集後記
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