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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。

平成24年12月1日

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

富士通株式会社
執行役員　香 川　進 吾

世界を取り巻くICTの大きな潮流

早春の候、皆様ますますご健勝のこととお喜び申
し上げます。会員の皆様には平素大変お世話になり、
誠にありがとうございます。

世界の企業を取り巻く環境は、クラウドの進展、
スマートデバイスなど端末の低価格化・高機能化、
そしてネットワークのブロードバンド化、インター
ネットの社会・生活への定着、ワイヤレス通信の高
速化が進んでいます。このようなイノベーションは、
ビジネススタイルとライフスタイルの変革を促して
います。この変革を先取りし、自分のものにした人
達がビジネスで成功し、人々の注目を集め流行を巻
き起こします。別の言い方をすると、世界がボーダ
レスの時代を迎え、「あっ」という間に情報が駆け
巡ることでコモディティ化が加速し、差別化が困難
になっているため、独自性がより重要になっている
時代と言えるのです。
　この様な時代は、ますますリアルとバーチャルの
融合が必要不可欠になってきています。生活で便利
な例としては、家に居ながらに必要な情報がキャッ
チできると共に必要な時に必要なもの（例えば食材
や生活必需品）が手に入ることです。しかし実際に
は必要なものはネットで検索するだけでは判断でき
ない質感があり、実物を五感で確認したいケースが
多々あります。この様にネット（バーチャル）と実
物（リアル）を組み合わせてお客様の満足を高める
事が大きな差別化の要因になってきています。コン
ビニなどでオムニチャネル戦略が進められているの
もその一環です。リアルとバーチャルの融合はます
ます加速し生活が便利に快適になります。

実際にいろいろな方々と会話していると、製品と
しての物では差別化ができなくなってきたため、物

にサービスを組み合わせることで独自性を出そうと
考えていることがわかります。自動車はネットワー
クで接続し、ドライバーの方に ECO 走行支援や最
適なルート情報提供などを行うことが期待されてい
ます。家電においてもネットワークでつなぐことに
より、ECO な使い方支援や機能のバージョンアッ
プ、新製品開発の情報収集につなげようと考えられ
ているようです。その他にも農業分野、医療分野、
流通業分野など、あらゆる分野で検討が進められて
います。これは ICT の分野では、IoT（Internet of 
Things）と言われています。

世界中の人たちがスマートデバイスを持ち、世
の中につながることが常識になった今、これからは
あらゆる物がつながる時代を迎えようとしています。
IoT 時代における ICT の役割は、とにかくつなぐの
みならず、つなぐ対象物の状況・状態を「事前に見
える化」し「リアルタイムで見える化」することです。
このことにより、あらゆる人・物から「データ」が
集まり、それをビジネスや生活に役立つ「情報」に
加工することで、人間中心の安全安心で便利な社会、
すなわちヒューマンセントリックな時代が築けるの
です。

グーグルは 1998 年設立、iPhone は 2007 年発売で
世界を席巻しています。世の中の流行には必ず変革
すなわちイノベーションがあり、それは昨日のサプ
ライズが今日の常識明日の非常識と絶えず川の流れ
の様に変化していきます。

IoT 時代の世の中の変化を先取りしたイノベー
ションを会員の皆様と共創していく所存です。会員
の皆様のご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。
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業界ニュース　12月 

2日（月） 2013年度設備投資動向、当初計画比4割増のソフトバンクが首位　─日経調査
日経産業 当初計画と比べた増加額のランキング。KDDIも4位に入り、スマホ普及で通信業界の投資意欲が強まっている。

2日（月） グーグル日本法人、話し言葉による検索サービスを開始
日経産業 大量の検索履歴データを基にしたデータベースを活用。話し言葉を理解し、回答も音声による。

2日（月） 2018年度までの国内IT市場、「ウェアラブル」端末が新市場創出　─野村総研予測
日刊工業 ハード市場はスマホやタブレット端末への集約が進む一方で、「ウェアラブル」端末登場による新たな市場が創出するとしている。

3日（火） ブロードバンド回線加入件数調査、モバイル系が固定回線系を上回る　─MM総研
日刊工業 モバイル系ブロードバンド契約数が3776万件となり、家庭用光ファイバーなどの固定系契約数3465万件を上回った。

4日（水） 2013年世界パソコン出荷台数、前年比10.1%減　─米IDC予測
日刊工業 8月時点の予測9.7%から下方修正。減少幅は12年の4.0%を大きく上回り、過去最大となる見通し。

4日（水） 日立製作所、構内交換機（PBX）関連製品の事業を再編
日刊工業 開発・製造機能と販売機能、工事保守サービスをそれぞれ日立システムズなどの子会社に移管する。

6日（金） フュージョン・コミュニケーションズ、スマホ通話半額の「楽天でんわ」を提供
日経産業 フュージョンの電話回線を経由し通話料は30秒あたり10.5円。着信先には現在使っている携帯電話番号が通知される。

10日（火）NECビッグローブ、多機能端末の業務利用支援サービスを開始
日刊工業 小規模の企業を対象に、端末から社内のパソコンに安全に接続するサービスなどを提供する。

12日（木）NTT研究所、災害時用の車載型電話局を開発
日経産業 PBXや情報提供用サーバー、電源設備を搭載し、無線LANを使い半径約500メートルにあるスマホで通話が可能になる。

13日（金）大塚商会とシスコ、ウェブ会議などの機器やサービス販売で協業
日経産業 シスコがサーバーなどの専用機器とソフトを提供し、大塚商会が通信回線や携帯端末などとまとめて販売する。

13日（金）ネットバンキングに関する調査で「10人に1人」が被害　─FFRI調査
日刊工業 全国の20-60代男女を対象に調査したところ、11%が「個人情報・口座情報の流出」などを経験していることがわかった。

16日（月）タブレット市場、低価格商品が続々と登場
日経産業 「iPad」や米グーグルの「ネクサス7」など売れ筋機種が注目を集める一方、1万円台の低価格商品が登場している。

17日（火）NTTドコモ、PCからでも利用可能なクラウド型の「ドコモメール」を発表
日経産業 利用者は専用のパソコンサイトに「ドコモID」でログインすると無料で利用可能となる。

18日（水）KDDI、企業間向けに毎秒100ギガビットの専用線の提供を開始
日経産業 従来は10ギガビットが最大だったが、災害対策のバックアップ用途やゲーム開発などの大容量データを取扱う企業に売り込む。

18日（水）NTT、公衆電話の料金を20年ぶりに値上げ
日刊工業 増税分を通話時間短縮に転嫁する形となり、10円で話せる市内通話時間は現在の1分から57.5秒になる。

19日（木）2014年国内IT市場、「モノのインターネット化（IoT）」がけん引　─IDCジャパン予測
日経産業 クラウド、ビッグデータ、モバイル端末、ソーシャルメディアが市場の中核となり、M2Mを含むIoTがそれらの成長を加速するとする。

19日（木）SIMカードを使ったLTEデータ通信サービス、月1000円未満で競争激化
日経産業 NECビッグローブでは月間データ通信容量1ギガのサービスを月額980円で提供。その他各社も同様のサービスを提供している。

19日（木）富士通ネットワークソリューションズ、インフラ工事品質維持にシニアを活用
日経産業 携帯電話基地局などの通信インフラ工事など、シニアが持つノウハウと技能の伝承を目的に体制整備を進めている。

24日（火）動画配信のU−NEXT、LTEデータ通信サービスを割安に提供
日経産業 アマゾンのECサイトで、月額680円からと割安に提供する。

25日（水）2013年のサイバー攻撃、広がる脅威に人材不足
日経産業 高まるセキュリティ脅威に対抗するには8万人の技術者が必要とされ、バグ発見に報奨金制度なども活用されはじめている。
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調査会社の IDC ジャパン（東京・千代田）は 18 曰、機器
間通信（M2M）を含む「モノのインターネット化（loT）」が
2014 年の国内 IT（情報技術）市場をけん引するとの予測を発
表した。クラウド、ビッグデータ、モバイル端末、ソーシャ
ルメディアが市場の中核となり、loT がそれらの成長を加速す
る構図だ。

　IDC によると、IoT の世界市場規模は 20 年に 8 兆 9 干億ド
ル（約 907 兆 8 千億円）に拡大。国内企業が海外で利用する
需要が高まる。
　NEC や富士通、曰立製作所など IT 大手が機械の故障予
兆などで M2M のクラウドサービスを展開しており 14 年は、
IoT の領域で主導権争いが生まれるとみる。IoT の領域に含ま
れるビッグデータの国内市場は 207 億円。年率 60%で成長す
る余地がある。
　ソフトで複数の通信機器を一体制御する「SDN」は 14 年か
ら具体的な事業が展開される。米ヴイエム（VM）ウェアがデー
タセンターをまるごとソフトで制御する事業を展開。国内企
業では NEC が通信事業者向けにソフトでネットワーク回線を
制御する事業を始めた。
　ソーシャルメディアでは、広告などマーケティングの自動
化とクラウド化が進む。米セールスフォースや米オラクル、
米マイクロソフト（MS）が積極的に推進している。日本でも
他社との提携か独自開発かの選択を迫られると予想した。
　クラウドでは、米アマゾン・ドット・コムが 12 年に企業向
け市場に本格参入、VM ウェアと MS もソフトをクラウド化
するサービスで対抗した。14 年は曰本でも同様の競合が予想
される。
　モバイル分野では、消費者のパソコン離れが加速。スマー
トフォン（スマホ）とタブレット（多機能携帯端末）の市場
拡大が見込まれる。富士通は飲食店や医療など向けに防水や
防じんのタブレットを発売。業種に特化した法人向け製品の
提供も拡大するとみる。
　IDC が言う「第 3 の情報基盤」は 14 年に前年比 7%増の 8
兆円規模になる。金融や製造、医療の各業界で IT 支出が増え
次世代電力計「スマートメーター」など消費者向け事業も拡
大する。
　従来型の事業は縮小傾向。記者会見で IDC ジャパンの中村
智明リサーチバイスプレジデントは「従来型のシステム開発
やハード機器販売は減少に向かう」と予想。「サーバーとパソ
コンの需要減が要因」という。
 

 

　新たな IT（情報技術）。基盤として注目されるクラウド、モ
バイル、ビッグデータ、ソーシャルという 4 つの主要技術は
融合しながら事業領域を拡大している。「ツイッター」などの
ソーシャルメディアの投稿を蓄積すればビッグデータに変貌
し、その情報をデータセンターからネット経由で活用するに
はクラウド環境が欠かせない。
　成熟しつつある国内 IT 市場で唯一の「成長エンジン」と期
待される新領域の行方はまだ混沌としている。IT 各社にとっ
ては急激な技術革新に追いつくだけでなく、新たな基盤の上
でどうビジネスモデルを確立するかが重要になる。
　その筆頭とも言えるのがビッグデータ事業。富士通や NEC、
曰立製作所、曰本 IBM など大手は相次ぎ本格的な事業展開を
宣言、多くのメニューを提案しているが、各社の幹部は「収
益化の道筋はまだ見えていない」と口をそろえる。
　それでも先を争って新規事業を打ち出すのは、ハード機器
販売やシステム構築といった従来のビジネスが頭打ちになっ
ていることの裏返しだろう。
　新興勢力も同様だ。米セールスフォース・ドットコムは 11
月、モバイル向けに特化した新サービスを発表。クラウドで
成功した企業も生き残りに必死だ。
　4 つの技術はあくまで手段であって、そこから革新的な価値
を生み出せるかが本質的な課題となる。IDC ジャパンの中村
氏は「各社は生き残りを賭けた分かれ道に立っている」とする。
当面は IT 各社の試行錯誤が続きそうだ。

IoT 14年の ITけん引　モノのネット化
クラウドなど4技術中核に　大手は主導権争い　IDC国内予測
新技術 成功モデル探る　融合で事業領域拡大　従来のビジネスは頭打ち

12月19日（木）
日経産業
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業界ニュース　1月

1日（水） スマホ映像中継サービスの「ツイキャス」、全世界で利用が拡大
日経産業 登録利用者は11月で400万人。映像圧縮技術は独自に開発し携帯電話回線でも利用可能にしている。

1日（水） 地理空間（G空間）情報、ICTとの融合で新産業創出の期待が高まる
日刊工業 政府も新たなIT戦略で準天頂衛星「みちびき」で得られる位置情報の利用など、G空間情報を重要視する方針を打ち出している。

2日（木） ソニーモバイル「Xpeira Z」、日経産業新聞賞を受賞
日経産業 2013年2月に発売され国内でシェア1位を独走、欧州でも品薄となるほどの人気を獲得した。

3日（金） 2020年五輪開催、ICTインフラ各社が訪日観光客利便性高める取り組み
日刊工業 訪日観光客の不満で最も大きい要素とされる無料公衆無線LAN環境の整備が特に急務とされている。

6日（月） UQコミュニケーションズ、「WiMAX2+」を全国に拡大
日刊工業 14年度中に従来の「WiMAX」のエリアと同規模まで拡大。15年3月末までに1万7000局を開設する。

7日（火） NTT東など、東北地方全域で海外旅行者向け無線LANサービスを拡大
日刊工業 アクセスポイント「光ステーション」の設置を増やすほか、利用に必要な情報を記載したカードを配布する。

10日（金）LINE、迷惑電話の対応アプリを提供開始
日経産業 発信者の情報を識別・表示するアプリで、利用者からの通報により迷惑電話などのブラックリストを作成していく仕組み。

10日（金）日立、2013年5月に発売のビジネスホン「Integral-F」シリーズが堅調
日経産業 機能を充実させながらもシンプルに見せるデザインにこだわり、多機能電話機はグッドデザイン賞を獲得している。

14日（火）国内農業IT市場、2020年に13年比9倍の600億円に　─シード・プランニング予測
日経産業 農地情報を集約して分析するクラウドサービスが新規で拡大していくとしている。

15日（水）4月にサポート切れ「XP」、企業の半数が移行間に合わず　─トレンドマイクロ調査
日経産業 理由としては「新OSに移行中だが、時間の関係で移行しきれていない」が43%で最多となった。

17日（金）JVCケンウッド、仏エアバスと大容量回線の無線システム共同開発で提携
日経産業 音声だけでなく動画もやりとりできる無線装置を警察や消防など公共機関向けに開発する。

17日（金）冨士電線、「カテゴリー6A」対応の細径型LANケーブルを発売
日刊工業 従来品に比べ40%軽量化し、病院や学校、データセンターなど向けに販売する。

20日（月）法人向けタブレット国内市場、17年度に今年度比65%増　─MM総研予測
日経産業 今年度は161万台の見通しで、個人向けを合わせた市場全体の約2割を占め、順調に成長を続けると予測している。

20日（月）ソフトバンクテレコム、タブレットをPOSレジに使えるサービスを開始
日経産業 月額課金のため初期投資を抑えられ場所を問わず導入可能で、クレジットカード支払いにも対応可能。

21日（火）NEC、LTEを利用したネット環境構築用の通信機器を発売
日経産業 アンテナを屋外に設置して、本体を屋内で利用することも可能。工事現場やイベント会場などで臨時にネット環境を構築できる。

22日（水）東京エレクトロンデバイス、10分でクラウド環境を構築できるソフトを発売
日経産業 無償のクラウド構築ソフト「オープンスタック」を使いやすくした有償版で、プライベートクラウド環境を簡単に構築できる。

22日（水）NTTドコモ、「ウィンドウズ8」搭載の法人向けタブレットが好調
日刊工業 「XP」買い替え需要が追い風にもなり、「LTE」対応のSIMカードを内蔵したタブレットに「iPad」からの乗り換えが進んでいる。

29日（水）NECインフロンティア、低コストでビデオ会議可能な多機能電話を投入
日刊工業 スマホ連携オプションを装着すれば、スマホへの着信を多機能電話機で応答もできる。

29日（水）大阪観光局とNTT西、外国人旅行者向けに無線LANサービスを提供
日刊工業 大阪府内の42ヶ所に152アクセスポイントを設置。12月までに3000ヶ所8000アクセスポイントを設置する。

31日（金）2013年国内携帯電話端末出荷台数、前年比10%減　─MM総研調査
日経産業 全体で3929万台で、スマホは3.2%減の2928万台。従来型携帯電話からスマホへの買い替えが予想以上に早く鈍化している。
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　2020 年の東京五輪開催が決まった。6 年後に向けて国内
の ICT インフラは大きく変わる。焦点となるのは「観光」
と「IT」の融合。海外から日本への関心が高まる中、曰本
を訪れる観光客に最高の「おもてなし」を提供するためにも、
スピード感のある環境整備が必要だ。各社の取り組みと将
来展望を追った。

ワイファイ活用が焦点
訪日外国人観光客向けに今後整備が進むと見られるのは、

無料で使える公衆無線 LAN サービス、いわゆる「フリー
Wi-Fi（ワイファイ）」だ。曰本国内でのワイファイアクセ
スポイント（AP）は諸外国と比べても決して少なくなく、
整備状況は人口比や面積比で比べると世界でも上位に入る
という。とはいえ、日本の公衆無線 LAN サービスは通信事
業者（キャリア）などがユーザー限定で提供しているケー
スが多い。

　観光庁が 11 年に実施した調査によると、訪曰外国人観光
客が感じる不平不満の中で最も大きい要素が、無料公衆無
線 LAN 環境だという。観光地で撮影した写真をブログに
アップしたり、ソーシャル（参加交流型）サービスで観光
地や店舗の評判を調べたり、といった行動パターンは世界
共通。携帯電話のローミングサービスを活用する手もある
が高い通信料を覚悟しなけれぱならない。自由に使えるネッ
ト環境の整備は急務と言える。

観光地中心に各社参入続々
　NTT ブロードバンドプラットフォーム（東京都千代田区）
は訪曰外国人が 1 度の認証で複数のワイファイサービスを
利用できるスマートフォン向けアプリケーション（応用ソ
フト）を開発し、提供を始めている。空港会社や鉄道会社、
自治体などのワイファイ事業者が参画。今後も提携事業者
を増やし、利便性を向上させる考えだ。

KDDI とインフィニティ（京都市中京区）、京都市は

「KYOTO-WiFi」を無償提供しており、3 月末までに市営バ
スの停留所や地下鉄の駅構内、「セブンイレブン」店舗、公
共施設など約 600 カ所に無線 LAN スポットを整備する予定。
外国人観光客が年間を通して多く訪れるため、名所や施設
の情報を入手しやすくして京都の魅力発信につなげる。
　ソフトバンクモバイル（SBM）と東京臨海ホールディン
グス（東京都江東区）は東京ビッグサイト（東京都江東区）
などで無料のネット接続サービスを始めた。3 月末までに台
場や青海など他の臨海副都心地域にもエリアを拡大する予
定。同地域には多くの人気スポヅトが立ち並んでおり、外
国人観光客の利用も今後増えそうだ。
　NTT 東日本は東北観光推進機構（高橋宏明会長 = 東北電
力会長）や国土交通省と共同で公衆無線 LAN スポットの拡
大に乗り出している。東北 7 県と仙台市との連携で AP を
増やす。サービス利用に必要な情報を記載したカードは空
港や観光案内所などで配布。利用可能期間は 14 日に設定し
た。特定の観光地にとどまらず東北地方全体の周遊観光の
増加を狙う。

新ビジネスにつなげる
　「外国人にもネットが使えるだけでなく、おすすめ情報や
コンテンツの提供が必要」（大塚浩司ワイヤ・アンド・ワイ
ヤレス社長）。ワイヤ・アンド・ワイヤレスは全国の「スター
バックス」店舗で使える無料のワイファイサービスを手が
ける。登録者 100 万人のうち約 5 分の 1 が外国人だ。
　同社はネットで集客し、実際の店舗での商品購入につな
げるオンライン・ツー・オフライン（O2O）分野にワイファ
イの活用を広げる戦略を描く。小売店などがサービス基盤
とスマホのアプリを連携させ、スマホの位置情報やアプリ
利用者の属性をもとに利用者の好みに合った情報を配信す
る。
　東京五輪の開催は「さらなる追い風になる」（大塚社長）
とニーズの高まりに期待する。

需要を生むメディアに
情報通信総合研究所の小川敦研究員は「ワイファイのア

クセスポイントはテレビのような新しい『メディア』とし
て扱われつつある」と指摘する。AP は当然ながら常に特定
の場所に置かれている。限られた場所で、限られた時間に
情報を流せるのはワイファイの大きな強みだ。
　「たとえば同じ競技場内でも時聞帯や開催するイベントに
よって違う情報を流したり、アプリを配信したりすること
で利用者のニーズをとらえることが可能になる」小川研究
員）。個人情報保護の課題はあるものの、ワイファイに接続
する利用者の情報をもとにビッグデータ（大量データ）分
析の手法を使えばさらに最適なニーズを掘り起こせる。
　公衆無線 LAN サービスは利用者に直接課金するわけでは
ない。だからこそ収益化のモデルが重要であり、事業者の
知恵の出しどころでもある。公衆無線 LAN スポットが全国
各地に張り巡らされ、個々のニーズに合わせたユニークな
情報が多言語で発信される、そんなにぎやかな未来の到来
を期待したい。

ネット環境をより自由に　スピード感ある環境整備を1月3日（金）
日刊工業
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地方本部だより

東日本大震災から3年 
一般社団法人 情報通信設備協会 東北地方本部

事務局長　佐々木 勝夫

震災時には、全国の皆様より心温まる激励のお言葉と多
大なお見舞いを賜り、ご厚志の程身に染みる思いでありま
した。また、全国の会員の方々から多額のお見舞い金を頂
戴し、深く感謝申し上げます。お見舞金は会員事業所の被
災状況により按分し、会員への支援事業として活用させて
いただきました。
　現在、被災地は整地も終わり、瓦礫の処理も完了しつつ
あります。被災地に立ちますと海がこんなにも近かったの
かと感じます。震災前は建物が立ち並び、道路沿いに行動
をしていたので距離を感じておりました。
　岩手県三陸海岸線沿いの三陸鉄道が 4 月 6 日に全線開通
し、公営住宅の入居が始まる等明るいニュースがあります
が、復興にはまだ遠い状況で、自治体により復興の格差が
大きい現状です。
　ここに、震災から 3 年を経った被災地の現状、被災者の
現状等を感じたままご報告させていただくとともに、仙台
市内中心部における震災直後のインフラの復旧状況を列記
致しましたので、各会員企業における震災時の対応、準備
等のご参考となれば幸いです。

■被災地の現状
　平成 23 年 7 月 11 日、農林水産省及び国土交通省より「設
計津波の水位の設定」が発表されました。これを基本に被
災地沿岸の防潮堤の高さが決められました。被災地各所で
防潮堤の構築に賛否の論争が生じ復興計画の作成が遅れ
ている状況です。又、土地の買い上げ、住宅禁止地域の設
定、買い上げ後の土地利用計画等でも多種多様の意見があ
り、各自治体が苦慮しています。
　国、県は復興予算の使用期限もあり、初期計画通りの早
期着工を望んでおりますが、住民からの同意が得られず復
興が進まない状況です。

昭和 30 年代までは田畑の地域に防波堤が構築され、4、
50 年代から宅地として開発された被災地も多々あります。
設計津波の高さの必要性に疑問もありますが。

以上の様な現状の為、各自治体により復興進捗がだい
ぶ違っております。町の中心部が被災した自治体は早急な
動きがあり、現在は重機とダンプがフル稼働をしておりま
す。旧雄勝町は昨年改築した東京駅の屋根瓦の産地ですが、
2005 年石巻市と合併しました。旧雄勝町は町の中心部全て
が被災しました。石巻市は広域に被害を受け、同地区には
なかなか手が回らない状況でした。

住民は合併の後遺症と話しをしておりますが。最近になっ
て港湾の整備に着手しました。

1 月 27 日、東松島市から気仙沼市までの被災地に取材に
行きました。港湾の整備、公共の建物等の建築は着手をし
ておりますが、街並みの建物は一切なく整地されたままで
す。写真は現況の一部であります。

１．宮城県女川町
　町内中心部は全て被災。写真左（白い建物）の町立病院
の 1 階まで被災。海岸周りを、水産加工、商業観光、メモ
リアル公園ゾーンに区分し嵩上げ。着手が早く、港湾の復
興進捗が進んでいる。

 

 

２．宮城県東松島市野蒜地区（のびる）
県内 1、2 を競う海水浴場。ソーラー事業進出が早急に決

まり一部被災地買い上げが決定。

被災地域の大半は住宅の再建禁止となる。写真右は防潮
堤の高さ（7.2m）の表示。

 

３．宮城県気仙沼市大泉地区（旧本吉町）
　集落は全て被災。住民は全て高台移転。防潮堤 14.7m の
計画があり事業費 236 億円。人家のない所に巨額の国費導
入の賛否がある。防潮堤の高さが決まらず、復興作業が進
んでいない。
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４．宮城県気仙沼市大谷地区（旧本吉町）
　海抜 0m の JR 大谷駅と大谷海水浴場。防潮堤 7.9m の計画。
景観が失われる等で進まず。高波対策の砂袋のみ。

 

■被災者の現状
　漁業関係の仕事が激減し、就職機会が少なくなっており
ます。漁業に携わっていた方は、船も家も失い投資意欲も
なくなり転職を選ばざるをえない現状です。

若い方々は転居先で就業し、戻れる状況ではなくなりま
した（旧雄勝町の小中学生は震災前には 243 名でありました
が、25 年 11 月現在 91 名と激減しております。石巻市雄勝
地区学校統合の議案から抜粋）。商店街の方々も人口が少な
くなっては商売にならない、と店の再建を断念しております。
　今までは大きな家で畑と庭で体を動かし、近隣から魚の
差し入れで生活をしていた老夫婦は、狭い仮設住宅の生活
になり体調を崩しているのが現状ですが、仮設を出ては生
活が出来ないとの話が多く聞けます。土地の買い上げが決
まらない現状では先の見通しが出来ない不安な状態です。
　高台に移転して再建を希望する方々が、時間を経過する
と共に減っていく報道が多く聞かれます。2,3 年後までは
待てない、手持ち資金が目減りして断念、身内と同居等々、
故郷を離れるがケースが聞かれ、将来、再建された集落は
どのような姿になるものかと案じられます。

■地震発生からインフラ復旧までの状況（仙台市内：2011 年）
3 月 11 日　午後 2 時 46 分　地震発生　仙台市内　震度 6

弱。
　　　　　　 地震と同時に停電。4時頃まで強い余震が続く。
　　　　　　 インフラ全て停止。交通渋滞。商店は閉店。

開いてる店に行列。
3 月 12 日　一部スーパーが店頭で販売を行う。行列、一

人 5 点まで。
3 月 13 日　正午頃から市内中心部より順次電気が復旧。

　　　　　　 銀行窓口開ける。通帳又はカードを確認し
MAX10 万円　手書き処理。

3 月 14 日　一部市内バス運行。
　　　　　　 ガソリンスタンド営業開始。（緊急車両対象のみ）

3 月 15 日　市内中心部より水道復旧。
3 月 16 日　高速バス運行開始。
3 月 18 日　スーパー等に野菜類が入手可能。点数限定。

　　　　　　   ガソリンスタンド、行列。3 時間待ち
MAX2,000 円。

3 月 21 日　食品の入手が緩和。点数 15 点まで。
　　　　　　 ガソリンスタンド、行列。3 時間 30 分待ち　

MAX5,000 円。
　3 月 23 日　都市ガス（仙台市ガス）順次供給。飲食店稼

働始まる。
3 月 24 日　高速道路全線開通。
3 月 28 日　生鮮食料品が入手可能。パン、牛乳等を初入手。

ガソリン状況緩和。
4月10日　仮設住宅入居開始。第1号　岩手県陸前高田市。
4 月 25 日　東北新幹線　上り開通。（全線は 29 日開通。）

　4 月 29 日　仙台地下鉄開通。

■災害支援車両に関する事項
　緊急自動車は警察庁又は都道府県警察において指定され
ますが、災害発生時に都道府県の災害派遣命令者が発行す
る指定車両は下記の通りです。
　・災害派遣等従事車両証明。
　・災害支援車両証明。

窓口（宮城県の場合）: 宮城県総務部危機対策課　防災対
　　　　　　　　　　　 策班
　窓口の談話　

今回の震災は規模が大きく、車両所有者（会社）と公
共性のある事業所との関係が明らかな場合は対象とした

（保守委託契約書等の確認。公共性のある事業所と災害時
の協定書があれば簡単に発行できる）。

証明書所持の車両は、高速道路の無償化、規制地域へ
の出入り、ガソリンの優先給油等が可能となる。

■東北地方本部の最近の活動
　新春セミナーの開催

東北地方本部主催のセミナーを平成 26 年 1 月 24 日に仙
台で開催いたしました。

本セミナーは今年で 3 回目になりますが、今回は営業担
当者向けとしてメーカー各位よりご協力をいただき開催し
ました。参加者 14 社 24 名と好評に終わりました。

議題は下記の通り
1）「オフィスリンク」協業施策とソリューションの説明
　内線電話機の携帯化と通話料金の削減
　㈱ NTT ドコモ
2）「920MHz 帯無線マルチホップでセンサーネットワー

ク構築」
　半径 1km 範囲でのデーター伝送で活躍。免許不要。
　沖ウィンテック㈱
3）「ネットワークカメラの市場動向」
　全業種に対応出来る監視カメラの世界
　㈱ ROD
4）「太陽光発電システム」
　モジュールの取り組み、ソニー蓄電池の紹介
　㈱トワダソーラー、㈱ソニー、㈱システムズ
5）「沿岸監視システム」
　自立型電源と無線センサーネットワークを活用
　パナソニックシステムワークス㈱
　システムソリューション　ジャパンカンパニー東北社
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NECインフロンティア タイ 視察研修報告 
一般社団法人 情報通信設備協会 中国地方本部

NECインフロンティア タイ　工場視察団

NEC インフロンティア㈱（旧日通工㈱）は、1918 年に電
気通信機器や部品の開発、製造販売を主な事業としてスター
トした。また、1988 年にタイ国において、海外工場として
生産を開始した。当初は日通工㈱と NEC テクノロジー㈱
とが別々に稼働していたが、2001 年 4 月に事業統合を図り、
NEC インフロンティア タイとなった。
タイ国における生産商品
（1）ネットワーク商品

① IP テレフォニーサーバー　②クライアントターミナル
　③キーテレホン
（2）受注生産商品

①電話機　② MR センサー　③車載 ECU 等
資材調達はタイ国内での比率が 78%と高く、アジアから

15%、日本から 7%となっている。
売上げについては、日本への 44%と北米南への 34%とで

大半を占めており、アジアが 14%、欧州等 8%となっている。
このようにシステム事業及び端末事業分野において、国内
はもとより海外に幅広いマーケットを築いている。

中国地方本部では、電気通信設備の世界的な製造開発拠
点である NEC インフロンティア タイの現地工場を視察研
修いたしましたので、ご報告いたします。

※なお、工場には秘密保持契約のある受託品製造ラインが
あり、できるだけ写真撮影を控えて欲しい旨の要請があっ
たので、本報告は現地での配布資料を使用いたしました。

　　　　　　　　　　　　　
■視察日時　　平成 25 年 10 月 26 日〜 29 日
■視察先　　　NEC インフロンティア タイ
　　　　　　　（NEC infrontia Tai Limited）
            　　　 タイ国  パツムタニ県  ナワナコン工業団地
■参加者　　   （一社）情報通信設備協会 中国地方本部　7 名
■研修内容

Ⅰ．NEC インフロンティア タイ工場を訪問
１. タイの大水害の復興状況および現状についてビデオ

等により説明を受ける。
　　２. タイ工場の紹介

・NEC インフロンティア タイの設立からの歴史と生
産商品について

・NEC インフロンティアのグローバルな生産分担に
ついて

・工場内の保有設備等について

Ⅱ．生産工場を見学
・IP テレフォニーサーバー生産ラインの見学
  コミュニケーションサーバー　UNIVERGE
   SV8000 シリーズ
・クライアントターミナルラインの見学
  デジタル多機能電話・IP 機能電話機
・キーテレホンラインの見学
  キーテレ・受託電話機 60 種類

　　

■研修詳細
　Ⅰ．2011 年 11 月の洪水に対する BCP 対策

　タイの大水害の実態と NEC インフロンティア タイ工
場の復旧状況

　 

　2011 年 9 月の台風により北部のダムが満水となり、崩
壊する恐れがあるため放水を行った。
　放水の約一ヶ月後の 10 月、工業団地に水が押し寄せ大
変な洪水となって工業団地全体が冠水したため（最深時
2m）生産設備ラインが全て泥水に浸かり、操業が 4 ヶ月
間不能となった。

　NECインフロンティアタイ工場へ到着し、岡崎社長及びス
タッフの出迎えを受ける。

歓迎の花束を受取る

全員で訪問記念写真
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　その後、大水害を教訓に社内主要生産設備の刷新とタ
イ工場の懸命な復旧作業に取り組み、翌年 2012 年 3 月中
旬より本格生産を開始した。

　　 

　お客様への安定供給を確保するため、各レベルでの役
割と責任を明確にて BCP 対策に取り組んだ。

　　　 

　

Ⅱ．NEC インフロンティアタイ工場の紹介

NEC インフロンティアタイ工場は 2001 年 4 月に設立
され、バンコク国際空港から 20㎞のナワナコン工業団
地に第 1 工場及び第 2 工場があり、従業員数は 900 名で、
うち日本人は 9 名の組織である。

このナワナコン工業団地には約 200 社の企業があり、
パナソニック・セイコー等の日系企業も 100 社余りあま
りある。

この工場では、日本の東北工場の技術支援を受けネッ
トワーク商品（IP テレフォニーサーバー・クライアント
ターミナル・キーテレホン等）を全工場の 50%近く、また、
その他の受託商品として電話機（60 種類）、MR センサー

（4 機種）、車載 EUC（2 機種）等を製造している。
一部部品や筐体・梱包材等の内製化を進めたことによ

り、現在では全体の 30%を占め、また、これにより製造
計画の谷間を埋めることで、従業員作業量の安定化を図っ
ている。

 
　

Ⅲ．被災を受けた後も施設の復旧と維持を目指した背景
以前から数年おきに大水害を被っているタイ国である

が、被災を受けた後も早期の施設の復旧と維持を目指し
た背景には、

・タイ人はほとんどの人が仏教徒であり助け合の精神
と勤勉性がある。

・労働賃金が安く日本の 1/3 程度である。 
・外国からの進出を歓迎している。
などのタイ人気質が大きく影響しているとのことで

あった。

■今回の視察研修にあたり、お世話になりました皆様に厚
く御礼申し上げます。

　○日本電気㈱ 中国支社　　　　　　
　　　支社長
　　　事業推進部長

○ NEC インフロンティア タイ　　
　　　社長（マネジメントディレクター）
　　　ゼネラルマネージャー

○㈱日本旅行 広島支店　　 　　　 
　　　課長

会議室での説明風景

NEC インフロンティア タイ工場の概要

生産商品一覧

石橋　研二　様
山本　仁　　様

岡崎　彰　　様
天野　泰　　様

木原　泰順　様
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■日本の成長戦略分野として注目を集める農業分野
日本における農業に再び脚光が集まりつつある。

そのきっかけとなったのは、2013 年 6 月 14 日に日本
経済再生に向けた「三本の矢」の中の成長戦略のカ
テゴリの一つとして農業分野が含まれたことだ。同
年 9 月には、産業競争力会議が開催され、特に「農業」、

「医療・介護」、「雇用・人材」分野での分科会の設置
が決定された。
　2013 年 10 月 9 日に実施された第 2 回目の農業分科
会で配布された資料 1 では、「今後 10 年間で農業・農
村全体の所得倍増を目指す」といった大きな目標が
定められ、これを達成する手段（戦略）の一つとして、

「生産・流通の効率化により所得の倍増を図る」とい
うことが示されている。生産・流通の効率化の施策
として「IT・ロボット技術などを活用した農林水産
物の生産・流通システムの高度化等」ということが
具体案として示されている。
　上記してきたように、日本における農業分野は成長
戦略の分野の一つとして注目が集まるが、その手段と
して ICT の導入による生産・流通システムの効率性
の改善が期待されていることがわかる。一見すると
ICT と農業は縁遠い関係のように考えられるが、セン
サーと通信ネットワークといった ICT の仕組みを農
作物の生産の現場に導入して、農産物の効率的な生産
を行うという事例が日本において数多く見られるよう
になってきている。そこで、本稿では、農業分野で進
む ICT の活用事例を紹介することとしたい。

■日本の農業の課題
　日本の農業が再度注目を集めている背景について
は上記した通りであるが、具体的な活用事例を紹介
する前に、簡単に日本の農業の課題について触れて
おきたい。日本の農業の課題については多くの観点
があるが、今回は特に農業就業人口と年齢層につい
て着目したい。
　図 1 は、農林水産省が公表する農林水産基本デー
タ集 2 が公表する、日本の農業に関するデータから農
業就業人口とその年齢構成について着目して作成し
たグラフである。

　平成 20 年からのデータになるが、農業就業人口
は平成 20 年が 298 万 6 千人であったのに対して、平
成 25 年は 239 万人（概数）となっており、この 5 年
間で約 20%減少したことになる。日本の産業構造の
転換に伴って、農業就業者が減少してきたともいえ
るが、ここ 5 年をみても農業に携わる人が減少傾向
にあることがわかる。また、もう 1 点よく指摘され
る点としては、農業就業者が高齢であるということ
である。図 1 にあるように、平成 20 年から 5 年間を
みると、農業就業人口に占める 65 歳以上の割合は約
60%割程度で推移している。日本では農業の担い手が
減少するとともに、高齢化が進んでおり、後継者が
十分に確保できておらず、今後これまで培ってきた
農作物の生産に関するノウハウなどが十分に引き継
がれないのではないか、という点が懸念されている。
　このような課題が指摘されている中で、ICT を活
用して、農業に関する課題をクリアしようとする動
きが見られる。以下では、これらの具体的な事例に
ついて紹介する。

■大分県宇佐市　アクトいちごファームの事例
　ICT を農業に活用した事例として、大分県宇佐市
のアクトいちごファーム 3 の事例を紹介する。アクト
いちごファームでは、ビニールハウス内に二酸化炭
素濃度、日照量、温湿度、土に含まれる肥料の濃度
などを計測するセンサーやカメラを設置して、これ
らの情報をスマートフォンから閲覧し、ビニールハ

農業分野で進む ICTの活用事例
株式会社 情報通信総合研究所

グローバル研究グループ　三本松  憲生

IT最前線

（図1）

  1 第 2 回　産業競争力会議・農業分科会　配布資料　「参考資料「日本再興戦略」における農業分野の取組」（平成 25 年度 10 月 9 日）
  2 http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/　平成 25 年の数値に関しては概数
  3 http://www.act-group.jp/ichigofarm/
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ウス内の環境を整えることによって、効率的ないち
ごの生産に活用しているという。ICT 導入の大きな
メリットについては、経験や勘による生産から、蓄
積されたデータを活用して、より効率的な失敗のな
い生産が行える点にあると同社は考えているようで
ある 4。また、これは ICT 導入の副次的なメリットで
あると考えられるが、スマートフォンでこれらのデー
タを外部から参照できるということは、常にビニー
ルハウスの近くにいる必要がないため、その時間を
別の作業に割り当てられ、さらに作業を効率化でき
るということも考えられる。

■明治大学などの取り組み　ZeRo.agriの事例
　明治大学、日本マイクロソフト、株式会社ルート
レック・ネットワークは、2013 年 5 月に ICT を活用
した農業の取り組みである「ZeRo.agri」を公表 5 した。
これは、前出のアクトいちごファームと同様に、ハウ
ス内で気温、土壌の水分、気温、日射量などを計測
し、これらの機器から得られた情報をもとに農作物に
供給する水や肥料をコントロールするというものであ
る。また、各種センサーから収集された情報はクラウ
ド 6 に送信され、またこれらのデータに加えて、品種、
生育状況、病害虫の発生状況、収穫量も記録され、ひ
とつのデータセットを形成することになっている。
　具体的な仕組みは以下の通りになっている。
　ZeRo.agri の特徴点は、収集されたデータの活用に
加えて、人間の経験が付加される点である。蓄積さ
れたデータで完全に自動化されるのではなく、栽培
者が生育状況を見て、土壌水分などを調整できる仕
組みを取り入れている。栽培者の判断も数値化され
るので、例えば、ある特定のグループ（ZeRo.agri で
は、農協の部会と説明している）で ZeRo.agri を導入
し、データを共有すれば、特定の農作物の経験のあ

る栽培者の数値を参照することができるので、グルー
プ全体のレベルアップが図れるとしている。ZeRo.
agri の導入費用は 1 台 120 万円程度で、クラウド利
用料、通信費がこれに加えて月額 1 万円かかるという。
この実証実験の試算によれば、ZeRo.agri 導入によっ
て収穫量が 20%程度ほど拡大するので、中規模ハウ
ス農家ならば、1 〜 2 年での経費回収が見込まれると
している。この初期費用については、実際に農業就
業者が負担に感じるか、あるいは新しい収入源とし
て受け入れるかは議論が分かれるかもしれない。

■まとめ
　上記の問題点のところで指摘したように、農業従
事者が減少していく中で生産効率を高めるためには
個人のノウハウのみならず、データを活用するとい
う点は重要であると考えられる。活用事例として上
げた 2 つの事例で重要なことは、ひとつにはデータ
を活用して失敗の少ない生産を行うということがあ
るが、その他の点として、農作物の生産がある種マ
ニュアル化することにより、農作物を育てた経験が
なかったとしても、蓄積したデータをもとに生産が
行える可能性がある点である。もし、今回紹介した
ような事例が農業就業者の間で広く活用されるよう
になれば、日本全体の農業の生産性は拡大する可能
性がある。しかし、一方で導入に関する費用負担が
あることを忘れてはならないだろう。費用を回収す
るめどがたたなければ、導入する誘引は働きにくい
といえる。また、上述のように、農業就業者には高
齢者の方が多く、ICT 機器に慣れ親しんでいない可
能性が高い。ICT の導入の恩恵を最大限に受けるた
めには、利用者にとって複雑ではない仕組みが必要
になると考えられる。

（図2）ZeRo.agriシステム概要図

./0 1234*5678

%

（出典 :株式会社ルートレック・ネットワークス　「ICT養液土耕 施設栽培支援システム ZeRo.agri」　カタログより）

 4 「農業に IT 導入を 課題は費用対効果の検討」、大分合同新聞社、2012 年 2 月 15 日（https://www.oita-press.co.jp/localNews/2012_132926792347.html）
 5「玉置雅彦農学部教授および小沢聖農場特任教授らによる ICT を利用した養液土耕栽培システム「ZeRo.agri」に関する産学連携成果を発表しました」、明
治大学、2013 年 6 月 1 日（https://www.meiji.ac.jp/osri/topics/2013/6t5h7p00000f48sv.html）
 6 実証実験に参加している日本マイクロソフトのクラウドサービス「Windows Azure」を採用している。
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　企業内の電話システムにおいて主役を務めてきた
PBX/ ビジネスホンの市場に異変が起こりつつある。
要因はクラウドだ。“ 所有から利用へ ” の波が電話に
も押し寄せている。
　PBX/ ビジネスホンのリプレース時に、その機能を
クラウド型で提供する「クラウド型 PBX｣ の導入を
検討する企業が増えているのだ。
　「ユーザー企業の、オンプレミス（社内設置）型と
サービス（クラウド）型の両方を比較したいという
要望は日増しに強くなっている」と、PBX メーカー
の担当者は声を揃える。クラウド型 PBX という選択
肢を持たないベンダーは、商談の土俵にすら上がれ
ないというケースも出てきている。そこで、品揃え
の一環としてクラウド型 PBX を携えて土俵に上が
るのだが､ そこにも難敵が控えている。クラウド型
PBX の提案に通信キャリアが極めて積極姿勢で臨ん
でいるのだ。

キャリア法人事業のキー商材に
　携帯電話を内線化する FMC サービスを提供してき
たキャリアが、PBX、固定電話の領域に深く食い込
んできている、
　NTT ド コ モ、KDDI、 ソ フ ト バ ン ク の 3 社 は、
2009 年から FMC サービスの提供を続けてきた。
　FMC サービスはユーザー企業内の PBX 設備と携
帯電話網、セントレックスサーバーを連携して、携
帯電話 / スマートフォンを内線化するものだ。法人
携帯の使い勝手を向上させ、かつ携帯同士、携帯 - 固
定間の通話料を削減することが主目的であり、ター
ゲットも営業社員等の “ 外勤者 ” だった。また、オン
プレミス型の PBX 装置の存在を前提としており、そ

の付加価値を高める商材として FMC を積極的に担ぐ
PBX メーカーやディーラーも多かった。
　様相が変化し始めたのは昨年だ。PBX 機能もクラ
ウド型で提供する新サービスをドコモと KDDI が開
始した。訴求ポイントは［PBX 撤廃］による初期導
人費、運用費のコスト削減に変わり、ターゲットも
オフィスの中の “ 内勤者 ” へとシフトした。
　さらに、全社戦略としてクラウド事業を推進する
NTT コミュニケーションズも本格参戦する。
　同社の事業の根幹は、顧客企業の ICT 基盤のクラ
ウド化をサポートすることだ。電話も例外ではない。

「クラウドの推進は全社の、さらに NTT グループ全
体の方向性。お客様の “ 持たざる経営 ” を実現するう
えで、音声のクラウド化も欠かせない」と、取締役 ･
ボイス & ビデオコミュニケーションサービス部長の
丸岡亨氏は話す。
　2 年前から、UC（ユニファイドコミュニケーション）
機能をクラウドで利用できる「Arcstar UCaaS」を提
供しているが、これに加えて、音声通話に特化した
クラウド型 PBX サービス｢Arcstar Smart PBX（仮称）
を準備。2014 年 3 月にサービス提供を始める子定だ。

携帯3社の商材拡充進む
　PBX メーカー各社も対抗策としてクラウド型 PBX
サービスの提供を行っている。ここで､ 通信キャリ
アと PBX メーカーのサービスを簡単に整理し、その
特色の違いを確認しておこう。
　ドコモ、KDDI、ソフトバンク、NTT コムの 4 キャ
リアについて、FMC/ クラウド型 PBX サービスを整
埋したのが次ページの図表だ。
　なお、本稿では、拠点内の PBX 装置と携帯網の連

企業電話の主役の座を狙うキャリア音声クラウドの実力
~携帯キャリアがクラウドで攻勢 “オフィス ICT”総取りヘ ~

業界特集

通信キャリアが FMCサービスとクラウド型 PBXの提案に力を入れている。企業内のコミュニケーション基盤
に深く食い込み、法人携帯の囲い込み、顧客内シェアの向上、そしてスマホ化の促進につなげようとしている。

文◎坪田弘樹
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携を前提とするものを「FMC｣ と、固定電話機の収
容も可能で、PBX 装置の撤廃を目的とするものを「ク
ラウド型 PBX」と呼ぶこととする。
　携帯キャリア 3 杜の FMC とクラウド型 PBX は、
法人市場でのシェア拡大という目的を達するための
アプリケーションの 1 つに位置付けられる。これを
オフィス内へ浸透するためのステップとして、顧客
との関係強化と携帯電話からスマートフォンヘのシ
フトを促進しようとしている。
　NTT コムの Smart PBX も、顧客企業のクラウド
化を進める中での重要な1アイテムとして捉えられる。
　機能は似通っているが、PBX メーカーが提供する
クラウドPBXや、スマートフォンの内線化アプリケー
ションとは、勝負する上俵が違うものと言えるだろう。
　ドコモは「オフィスリンク」サービスで「お客様
PBX タイプ」と「仮想 PBX タイプ」の 2 タイプﾟを
提供している。前者は、ユーザー拠点内の PBX をド
コモ網と接続し、FOMA/Xi 端末と PBX 電話機との
間で内線通話を可能にする FMC だ。仮想 PBX タイ
プは、ドコモ IP 電話網内のオフィスリンクサーバで
内線機能を提供するクラウド型 PBX で、12 年 8 月に
サービスを開始した。
　KDDIには、FMCサービスの「KDDI　ビジネスコー
ルダイレクト（BCD）」と、クラウド型 PBX の「KDDI
仮想 PBX サービス」（12 年 6 月開始）がある。
　また、13 年 8 月には、au 携帯電話で固定電話番号
での受発信ができる「オフィスケータイパック」も
開始した。固定電話宛ての通話料が 3 分 8.4 円（税込）
となる。FMC やクラウド型 PBX とは異なるものだが、
狙いは「固定電話からモバイルヘの置き換え」にある。
導入時の負荷が少なく、1 端末当たり月額 1365 円と
利用料も低廉。“ オフィス内 ” への浸透に向けて大き
な意味を持つ商材だ。

囲い込み、そしてスマホ化も
　FMC/ クラウド型 PBX サービスの狙いについて、
オフィスリンクを主管するドコモ第一法人営業部法
人サービス推進第二・第一担当課長の奥泉剛氏は、「内
線として活用いただければ他キャリアヘの転出率は
低下し、1 企業内での回線契約数も増えていく」と話す。
　また、オフィスリンク自体は音声通話に特化した

サービスであり、シンプルな内線 ･ 外線通話機能し
か持たず､ 利用する端末も携帯電話が大半だ。だが、
オフィスリンクの利便性を高めるスマートフォン向
けのサービスも用意しており、これを絡めて提案す
ることで、｢スマホ化を促し、ビジネスの拡大を狙う｣。
　KDDI･ ソリューション推進本部クラウドソリュー
ション部長の青柳裕三氏は、顧客企業内での KDDI
のシェア向上を強調する。
　「デバイス、ネットワーク、そして音声交換の機能
も卜ータルで KDDI から提供する。そこに、ワーク
スタイル変革につながる多様なサービスも載せてい
ける」
　企業のコミュニケーション基盤に深く食い込み、
ビデオ会議や SNS、業務アプリなど、スマホ向けの
多様なクラウドサービスを追加提案し、ビジネスを
拡大できると狙いを定めている。
　ドコモ、KDDI とは異なり、ソフトバンクはクラウ
ド型 PBX を持たないが、09 年に開始した大規模事業
所向けのホワイトオフィスと、12 年 10 月にスタート
した中堅中小向けの「Bizダイヤル」の2つのFMCサー
ビスで、オフィス内の攻略を進めている。
　Biz ダイヤルは、法人向け固定電話サービス「おと
くライン］の付加メニューとして提供されるもので、
携帯（ソフトバンクに限る）でも拠点 / 部署代表番
号を使用したり、固定並みの低廉な料金で通話でき
るようになる。PBX との接続工事も不要で導入しや
すく、SMB 層に特化したサービスを用意し、固定か
らモバイルヘの移行を促進している。

PBX大手も軒並み参戦
　大手 PBX メーカーの対応についても、整理してお
こう。
　端緒を開いたのは、2 年前の 2011 年 11 月にクラウ
ド型 PBX「EXaaS 音声クラウドサービス」を向始し
た OKI だ。同社製 PBX をデータセンターで運用し、
ユーザーごとに個別装置を用いるプライベート型と、
共同利用型の 2 種類のサービスを行っている（共同
利用型は、沖ウィンテックがサービスを提供）。
　NEC も 12 年 10 月 か ら、 法 人 向 け の ク ラ ウ ド
サービス「UNIVERGE Live」のメニューとして

「UNIVERGE 音声サービス」を提供している。
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　そして、13 年 11 月には日立製作所も PBX 機能を
クラウド型で利用できるサービス「CommuniMax/
CT」を開始した｡ 1 内線当たりの利用料は月額 1890
円から。PBX の冗長化や VPN 接続に対応する複数
のメニューを用意し、14 年 2 月からは UC 機能の提
供も予定している。
　こうした動きは、PBX メーカーがクラウド型へ
のニーズを無視できない現状を表している。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
部ネットワークソリューション第四本部クラウド
ネットワーク部で主任技師を務める西本啓一氏は、
CommuniMax/CT を開始した背景を次のように話す。
　｢PBX の既設ユーザーの中にも、キャリアのサービ
スに乗り換えるところが出てきた。複数の選択肢を
お客様に提示するために、クラウドをやろうという
判断になった｣
　これらのメーカー各社は、ハードウェア型と変わ
らない操作性や使い勝手、信頼性の高さなどを押し

出している。従来の長所をそのまま活かしてクラウ
ド化できる継承性を、通信キャリアとの最大の差別
化ポイントとしている。

日立製作所は CcmmuniMax/CTのオプションメニューとして、
ブラウザ画面でアドレス帳 /通話履歴の管埋やプレゼンス表示、ク
リック操作による電話発信などが行える UCポータル（画像は開発
中のもの）も提供する（14年2月からの予定） 

（出典 :テレコミュニケーション _December 2013）

（図表）通信キャリアが提供する FMC、クラウド型 PBXサービス

会社名 サービス名 概　要 提供開始

ドコモ

オフィスリンク
（お客様 PBX タイプ）

ドコモ携帯電話・スマホ同士・オフィス内 PBX の電話機との
間で定額内線通話が可能 2009 年

オフィスリンク
（仮想 PBX タイプ）

ユーザーの拠点側には PBX 設備を置かず、ドコモクラウド内
の PBX（オフィスリンクサーバー）を経由して社内の固定 IP
電話機も利用できる。外線発信に 050 を使うことで通話料の
削減も可能

2012 年
8 月

KDDI

KDDI ビジネスコール
ダイレクト（BCD）

au 携帯電話と KDDI 固定電話サービスを連携。オフィス内の
PBX と連携し、内線電話、通話料の定額化が可能 2009 年

KDDI 仮想 PBX
サービス

企業内 PBX 設備を置かず、クラウド型サービスとして PBX
機能を利用できる。PBX 接続用のデータ回線が不要で、光ダ
イレクトの音声回線のみで使えるためコスト安。BCD と併用
すれば au 携帯も内線として使える。

2012 年
6 月

KDDI オフィス
ケータイパック

月額基本料1365円で、au携帯から固定電話宛て通話料が3分8.4
円に、KDDI 固定電話 /au 携帯宛が 24 時間無料になる。Au
携帯を”固定同等”にするサービス。事務所の 0AB 〜 J 番号
で発着信できるオプションも

2013 年
8 月

ソフトバンク

ホワイトオフィス 携帯電話で内線機能を利用できる。携帯 - 携帯間、携帯 - 固定
間で内線番号による通話が可能で、内線通話料は 24 時間無料 2009 年

Biz ダイヤル

法人契約者の「おとくライン」付加サービス。クラウド型
PBX の機能を用いて、ソフトバンクのスマートフォンで業務
用の固定電話番号による発着信が行える。オフィス内の PBX
電話機との間で定額通話も可能

2012 年
10 月

NTT コミュニ
ケーションズ

Arcstar Smart PBX
（仮称）

FMC も可能なクラウド型 PBX サービス。スマートフォンで
050 IP 電話が利用できる「050 plus for Biz」アプリを使えば、
キャリアを問わずスマートフォンを内線として使用可能。既
存 PBX と連携した構成も取れる

2014 年
3 月予定

は、固定電話機も直接収容し、PBX機能をクラウド型で提供するもの
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AirTight Networks が開発・販売する「SpectraGuard 
Enterprise」 は、 ア プ ラ イ ア ン ス サ ー バ ま た は
VMWare 用のバーチャルサーバで提供される管理用
の SpectraGuard Enterprise マネージャと、不正な無
線通信を検知・防御するセンサー兼無線アクセスポ
イント（以下、AP）の組み合わせからなる無線 LAN
セキュリティに特化した WIPS（*1）製品です。社内
LAN に接続された不正 AP を検知して通信を遮断し
ます。また、社内 LAN に接続された PC 等の正規端
末と外部 AP との通信も検知し、通信を遮断するこ
とができます。

独自技術である Marker Packets （マーカーパケッ
ト）を用い、同一のネットワークセグメント時には、
署名付きの ARP（*2）リクエストを定期的に LAN
側から送信し、無線側に通信がフォワードされた場
合、社内に接続された AP として検知します。セグ
メント越え通信では、署名付きの UDP パケットを
無線経由で送信し、SpectraGuard Enterprise マネー
ジャのサーバに到達した場合、社内に接続された AP
として検知します。他無線 LAN システムのセキュリ

ティ機能で一般的に用いられる、無線端末と AP の
MAC アドレスの情報を関連付けて検知する方式に比
べ、検知にかかる時間が早く、誤検知も少ない特長
があります。

誤検知率の低さとソフトウェア AP（*3）を検知可
能な点が評価され、米 Gartner（ガートナー）の無線
LAN セキュリティ製品リポートでは、2011 年から 2
年連続で最高評価の “Strong Positive” を獲得した唯一
のベンダーとなりました。

昨今、企業ネットワークにおける無線端末（個人
PC、個人スマートデバイス、会社支給 PC、会社支給
スマートデバイス）の接続が急増しており、無線に
関するセキュリティリスクは無視できない状況にあ
ります。外部からの不正侵入はもとより、社内から
社外への情報漏えい対策も必要ですが、既存のユー
ザー / パスワードや MAC アドレスによる認証だけ
ではこれらのリスクに対処することができません。
防御内ネットワーク環境下への AP 接続、ソフトウェ
ア AP、USB 接続の AP、BYOD 端末からの外部接続
など、無線 LAN セキュリティには多くの脅威が存在

無線侵入防止システム AirTight Networks
「SpectraGuard Enterprise」

丸紅情報システムズ株式会社（略称 :エムシス /MSYS本社 :渋谷区渋谷3-12-18 社長 :小川和夫）は、米エアー
タイトネットワークス（AirTight Networks, lnc. 社長兼 CEO:デビット・キング /David King 本社 :カリフォ
ルニア州マウンテンビュー 以下、AirTight Networks）と国内販売代理店契約を締結し、無線侵入防止システム

「SpectraGuard Enterprise （スペクトラガードエンタープライズ）」の販売を開始しました。

ARP Request Marker
Packets（L2/同一セグメント）

UDP Reverse Marker Packets
（L3/セグメント越え通信）

新製品・新サービス
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しています。
エムシスは、無線の脅威に対して高いレベルの

セキュリティ対策を望む政府機関・官公庁、金融業、
製造業、情報通信業、医療など、企業・団体に向け
て「SpectraGuard Enterprise」を提供していきます。

「SpectraGuard Erlterprise」は標準俑格 200 万円〔税別〕
から、取り扱い開始初年度の売り上げで 2 億円を目
指しています。

（*1） Wireless lntrusion Prevention System : 無線侵
入防止システム。

（*2） Address Resolution Protocol : アドレス解決プ
ロトコル。イーサネット環境において、IP アド

レスからそれに対応する MAC アドレスを動的
に得るために用いられるプロトコル。

（*3） 無線 LAN 機能を搭載した Windows7/8 端末
などが AP として動作する機能。

（*4） VMWare ESX は別途必要。

◎この件に関するお問い合わせ先
　　丸紅情報システムズ株式会社
　　URL : http://www.marubeni-sys.com
　　〒 150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-18
　　　　　　 　渋谷南東急ピル
　　広報・業務推進部広報課（プレス関係者窓口）
　　電話 : 03-5778-8885　　ファックス : 03-5778-8999

【製品ラインナップ】
■マネージャ

■センサー /AP
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1．経緯と概要
　今年 4 月の消費税率引上げに際し、消費税の転嫁拒否
を未然防止するため、経済産業省では､ 昨年 11 月、所管
業界団体等に対して円滑かつ適正な転嫁を文書で要請し
ました。
　その上で、同月に公正取引委員会と合同で、15 万事
業者を対象に消費税の転嫁拒否に関する調査を実施した
結果、取引先に対して既に買いたたき等を行っているか、
今後行う可能性があるとみられる事業者が、建設業､ 製
造業､ 卸売業 ･ 小売業を中心に存在することが判明しま
した。
　この結果も踏まえ、建設業、製造業、卸売業・小売業
に属する業界団体（計 575 団体）に対して、本日（平成
26 年 1 月 17 日）付で、円滑かつ適正な転嫁を改めて文
書で要請します。

2．徹底した監視・取締の実施
　15 万事業者に対する調査結果等を踏まえ、既に取引先
に対して買いたたき等を行っている可能性がある事業者
に対しては、迅速に立入検査を行ってまいります。検査
後さらに裏付け調査を行った結果、法律違反の事実が明
らかになった場合には、買いたたき等の違反行為を含ま
ない契約への変更等の指導を行います。
　特に、重大な違反と判断された事業者については、当
省から公正取引委員会に対し、違反行為の是正を勧告す
ることを求めると同時に、その事業者名を公表します。

3．事業者・消費者等への広報活動の強化
　さらに、各省と連携して、新聞広告・テレビ・ポスター・
パンフレットなど、あらゆる媒体を活用し、事業者や消
費税を御負担いただく消費者への広報活動を集中的に実
施してまいります。

消費税の円滑かつ適正な転嫁の要請について

経済産業省では、昨年11月に公正取引委員会と合同で行った、消費税の転嫁拒否に関する調査結果を踏まえ、建
設業、製造業、卸売業・ 小売業に属する業界団体（575団体）に対して、平成26年1月17日付で、消費税の円滑
かつ適正な転嫁を文書で要請しました。

 
 

【調査対象】 １５万事業者 （調査票では、回答内容について情報管理を徹底し、秘密を厳守する旨記載した上で回答を依頼） 
※１５万事業者は、「平成２１年度経済センサス-基礎調査」の産業構成比と同率になるように無作為に抽出 
   

【調査実施期間】 平成２５年１１月１日～平成２５年１１月２５日締切り  【回答数】 １０，２０９件 
 
 
 
 

  
【集計結果】 
 
 
 
 
 
 
 
 

消費税の転嫁拒否に関する１５万件調査 （調査結果） 

建設業 
卸売業、 
小売業 

製造業 その他 合計 

43,871  33,113  18,516  54,500  150,000  

（29.3%） （22.1%） （12.3%） （36.3%） （100.0%） 

［表１］調査対象15万事業者の分布（産業構成比） 

建設業 
卸売業、 
小売業 

製造業 その他 分類不能 合計 

1,765 1,687  1,149  2,748  2,860 10,209  

（17.3%） (16.5%） (11.3%） （26.9%） (28.0%) （100.0%） 

［表２］回答者10,209社の業種分布（産業構成比） 

［表３］「既に転嫁拒否を受けている」または「今後転嫁拒否を受けることを 
懸念している」と回答した事業者（売り手側）７５０社の業種・行為別分布 

［表４］「既に転嫁拒否を行っている」とされる、または「今後転嫁拒否を行う」
ことを懸念されている事業者（買い手側）２６８社の業種・行為別分布 

［図１］「既に転嫁拒否を受けている」または「今後転嫁拒否を 
受けることを懸念している」と回答した事業者（売り手側） 
７５０社の回答者に占める事業者数・業種構成比 

既に転嫁拒否を受けているまたは 
今後転嫁拒否を受けることを懸念していると回答 

問題なし 

 ７５０社（7.3%） 

回答者数 
10,209社 

６５業種 
（69.1%） 

９４業種 
（標準産業分類

（中分類）） 

［転嫁拒否と判断される可能性がある例（回答を一部加工して作成）］ 
●建設業：Ａ工務店は、本年４月１日以降に引き渡しを受ける下請工事について、 
  消費税率引上げ分を支払わない旨を下請事業者に連絡。 
 → 工事契約日が昨年１０月１日以降であれば、転嫁拒否となる可能性あり。 
●製造業：Ｂ製造業者は、安売りセール実施のため、納入業者に対し、 
  消費税率８％を上乗せした納品価格から値引きするよう要請。     
 → 合理的な理由（※）がない場合、転嫁拒否となる可能性あり。 
●小売業：Ｃ小売店は、納入業者に対し、納品価格に消費税率８％を上乗せした 
   結果生じる端数を切り捨てて支払う旨を連絡。 
 → 合理的な理由（※）がない場合、転嫁拒否となる可能性あり。 
（※）合理的な理由には、例えば、以下のような場合が考えられる。 
大量発注によるコスト削減効果が生じている、原材料価格が客観的にみて下落している 等 

  建設業 
卸売業、 
小売業 

製造業 その他 
業種等 
不明 

事業者数 
229社 

(30.5%) 
160社 

(21.3%) 
109社 

(14.5%) 
194社 

(25.9%) 
58社 

(7.7%) 
減額 170件 102件 60件 135件 27件 

買いたたき 159件 107件 74件 129件 43件 

利益提供要請 85件 64件 34件 83件 7件 

本体価格での 
交渉拒否 

101件 76件 54件 93件 20件 

合計 515件 349件 222件 440件 97件 

  建設業 製造業 
卸売業、 
小売業 

その他 

事業者数 
69社 

(25.7%) 
63社 

(23.5%) 
60社 

(22.4%) 
76社 

(28.4%) 
減額 45件 35件 34件 57件 

買いたたき 49件 34件 39件 48件 

利益提供要請 18件 16件 21件 27件 

本体価格での 
交渉拒否 

16件 11件 12件 13件 

合計 128件 96件 106件 145件 

（中小企業庁作成資料） 
（別添） 

［参　考］
◎消費税の転嫁拒否に関する15万件調査 （調査結果）
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◎要請文書（経済産業省・ 国土交通省・ 公正取引委
員会 連名）

代表者 殿

消費税の円滑かつ適正な転嫁の徹底について（重点要請）

　「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応
について」（平成 25 年 10 月 1 日閣議決定）において、消
費税率（地方消費税率を含みます。以下同じ。）を、平成
26 年 4 月 1 日に 5%から 8%へ引き上げることが確認され
ました。

消費税（地方消費税を含みます。以下同じ。）は、価
格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担する税ですが、
中小企業・小規模事業者を中心に消費税の価格への転嫁
について懸念が示されています。

このため、今次の消費税率の引上げに際して、「消費税
の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻
害する行為の是正等に関する特別措置法」（平成 25 年法
律第 41 号）（以下「消費税転嫁対策特別措置法」といい
ます。）が平成 25 年 6 月 5 日に成立し、平成 25 年 10 月 1
日から施行されました。

公正取引委員会及び経済産業省においては、消費税転
嫁対策特別措置法に基づき、平成 25 年 11 月 1 日から同
25 日を締切りとして、無作為に抽出した 15 万事業者を
対象に、消費税の転嫁拒否等の行為の有無等に関する調
査を行ったところ、建設業、製造業及び卸売業・小売業
においては、消費税の転嫁拒否等の行為が現在行われて
いる、又は今後行われる可能性があるとの声が多く寄せ
られました。

貴団体におかれては、別紙の遵守事項等について十
分理解するとともに、改めて貴団体傘下の事業者に対し、
消費税の転嫁拒否等の行為を行うことがないよう、全社
的に適切な措置を講じるべきことを周知徹底いただくよ
う要請します。

なお、公正取引委員会、経済産業省及び国土交通省は、
消費税転嫁対策特別措置法に違反するおそれのある事業
者に対しては、その事務所又は事業所に立ち入り、帳簿
書類その他の物件の検査を行うなどの調査を行います。
その結果、違反行為があると認めるときは、迅速かつ厳
正に対処してまいります。特に、消費税の円滑かつ適正
な転嫁を阻害する重大な事実があると認める場合などに
は、公正取引委員会が事業者に対して勧告を行い、その
旨の公表を行います。

以上

（別紙）
消費税転嫁対策特別措置法における遵守事項

消費税転嫁対策特別措置法では、特定事業者が特定供
給事業者に対して消費税の転嫁を拒否する行為が規制対
象になっています。

１．特定事業者と特定供給事業者

（注）大規模小売事業者とは、一般消費者が日常使用する
商品の小売業を行う者（特定連鎖化事業（中小小売商
業振興法（昭和 48 年法律第 101 号）第 11 条第 1 項に
規定する特定連鎖化事業をいう。）を行う者を含む。）
であって、その規模が大きいものとして公正取引委員
会規則で定める次のア又はイのいずれかに該当するも
のをいう。

　ア  前事業年度における売上高（特定連鎖化事業を行う
者にあっては、当該特定連鎖化事業に加盟する者の
売上高を含む。）が 100 億円以上である者

　イ 次のいずれかの店舗を有する者
　　・  東京都特別区及び政令指定都市の区域内にあって

は、店舗面積が 3000 平方メートル以上の店舗
　　・  それ以外の市町村の区域内にあっては、店舗面積

が 1500 平方メートル以上の店舗

２．特定事業者の遵守事項
特定事業者は以下に掲げる行為を行ってはいけません。

（1）減額
　商品又は役務について、合理的な理由なく既に取り
決められた対価から事後的に減じて支払うこと

< 問題となる事例 >
ア 対価から消費税率引上げ分の全部又は一部を減じる

場合
イ 既に支払った消費税率引上げ分の全部又は一部を次

に支払うべき対価から減じる場合
ウ 本体価格に消費税額分を上乗せした額を商品の対価

とする旨契約していたにもかかわらず、対価を支払
う際に、消費税率引上げ分の全部又は一部を対価か
ら減じる場合

エ リベートを増額する又は新たに提供するよう要請し、
当該リベートとして消費税率引上げ分の全部又は一
部を対価から減じる場合

オ 消費税率引上げ分を上乗せした結果、計算上生じる

20140115 中 第 1 号
国 土 建 推 第 31 号
公 取 取 第 1 4 号
平 成 26 年 1 月 17 日

経 済 産 業 大 臣
国 土 交 通 大 臣
公正取引委員会委員長

特定事業者
（転嫁拒否をする側）

（買手）

特定供給事業者
（転嫁拒否をされる側）

（売手）

①
大規模小売事業者（注） 大規模小売事業者に継続

して商品又は役務を供給す
る場合における当該商品又
は役務を供給する事業者

②

法人である事業者であっ
て、右欄に掲げる事業者か
ら継続して商品又は役務の
供給を受けるもの（大規模
小売事業者を除く。）

・ 個人である事業者
・  人格のない社団等（法人

でない社団又は財団で代
表者又は管理人の定めが
あるものをいう。）である事
業者

・  資本金の額又は出資の総
額が 3 億円以下である事
業者
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端数を対価から一方的に切り捨てて支払う場合

（2）買いたたき
　商品又は役務の対価について、合理的な理由なく通
常支払われる対価よりも低く定めること

　< 問題となる事例 >
ア 対価を一律に一定比率で引き下げて、消費税率引上

げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額より
も低い対価を定める場合

イ 原材料費の低減等の状況の変化がない中で、消費税
率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした
額よりも低い対価を定める場合

ウ 安売りセールを実施することを理由に、大量発注な
どによる特定供給事業者のコスト削減効果などの合
理的理由がないにもかかわらず、取引先に対して値
引きを要求し、消費税率引上げ前の対価に消費税率
引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場
合

エ 免税事業者である取引先に対し、免税事業者である
ことを理由に、消費税率引上げ前の対価に消費税率
引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場
合（注）

オ 消費税率が 2 段階で引き上げられることから、2 回
目の引上げ時に消費税率引上げ分の全てを受け入れ
ることとし、1 回目の引上げ時においては、消費税
率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした
額よりも低い対価を定める場合

カ 商品の量目を減らし、対価を消費税率引上げ前のま
ま据え置いて定めたが、その対価の額が量目を減ら
したことによるコスト削減効果を反映した額よりも
低い場合

（注）免税事業者であっても、他の事業者から仕入れ
る原材料や諸経費の支払において、消費税額分を
負担している点に留意する必要がある。

（3）商品購入、役務利用又は利益提供の要請
　商品又は役務について、消費税率引上げ分の全部又
は一部を上乗せする代わりに、特定供給事業者に商品
を購入させ、役務を利用させ又は経済上の利益を提供
させること

　< 問題となる事例 >
　　【商品購入、役務利用の要請】

ア 消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすること
を受け入れる代わりに、取引先にディナーショーの
チケットの購入、自社の宿泊施設の利用等を要請す
る場合

イ 消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすること
を受け入れる代わりに、本体価格の引下げに応じな
かった取引先に対し、毎年定期的に一定金額分購入
してきた商品の購入金額を増やすよう要請する場合

ウ 自社の指定する商品を購入しなければ、消費税率引
上げに伴う対価の引上げに当たって不利な取扱いを
する旨を示唆する場合

　　【利益提供の要請】
ア 消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすること

を受け入れる代わりに、消費税の転嫁の程度に応じ

て、取引先ごとに目標金額を定め、協賛金を要請す
る場合

イ 消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすること
を受け入れる代わりに、通常必要となる費用を負担
することなく、取引先に対し、従業員等の派遣又は
増員を要請する場合

ウ 消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすること
を受け入れる代わりに、消費税率の引上げに伴う価
格改定や、外税方式への価格表示の変更等に係る値
札付け替え等のために、取引先に対し、従業員等の
派遣を要請する場合

エ 消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすること
を受け入れる代わりに、取引先に対し、取引の受発
注に係るシステム変更に要する費用の全部又は一部
の負担を要請する場合

オ 消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすること
を受け入れる代わりに、金型等の設計図面、特許権
等の知的財産権、その他経済上の利益を無償又は通
常支払われる対価と比べて著しく低い対価で提供要
請する場合

　ただし、取引上合理的必要性があり、特定供給事業
者に不当に不利益を与えない場合は、商品購入、役務
利用又は利益提供の要請に該当しない。

（4）本体価格での交渉の拒否
　商品又は役務の供給の対価に係る交渉において消費
税を含まない価格を用いる旨の特定供給事業者からの
申出を拒むこと（注）

（注）申出を拒むとは、特定事業者が、特定供給事業者
からの申出を明示的に拒む場合が該当することはい
うまでもないが、例えば、次のとおり、特定供給事
業者が本体価格で価格交渉を行うことを困難にさせ
る場合も該当する。

ア 特定供給事業者が本体価格と消費税額を別々に記載
した見積書等を提出したため、本体価格に消費税額
を加えた総額のみを記載した見積書等を再度提出さ
せる場合

イ 特定事業者が、本体価格に消費税額を加えた総額し
か記載できない見積書等の様式を定め、その様式の
使用を余儀なくさせる場合

（5）報復行為
　上記（1）から（4）に掲げる行為があるとして、特
定供給事業者が公正取引委員会、主務大臣又は中小企
業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、
取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取
扱いをすること

（本発表資料のお問い合わせ先）
　中小企業庁事業環境部取引課長 : 桜町、担当 : 前田

電話：03-3501-151 1（内線 5291）、03-3501-1669（直通）
　中小企業庁事業環境部財務課長 : 飯田、担当 : 阿部

電話：03-3501-151 1（内線 5281）、03-3501-5803（直通）
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ISO9001・ISMS・PM	  認証取得	  

【本社】	  
〒141-‐0032	  
東京都品川区大崎1丁目11番2号	  
ゲートシティ大崎イーストタワー2F	  
TEL　03-‐3492-‐0931	  
FAX　03-‐3492-‐0932	  
URL　6789::;;;<=>?<>=<@8:	

【千葉支店】	  
TEL　043-‐246-‐3684	  

【市原支店】	  
TEL　0436-‐41-‐4870	  

【市原支店八幡事務所】	  
TEL　0436-‐41-‐0321	  

【大阪支店】	  
TEL　06-‐4304-‐7621	  

【鹿島営業所】	  
TEL　0299-‐96-‐3810	

【東京情報通信センター】	  
TEL　03-‐3492-‐4337	  

【多摩支店】	  
TEL　042-‐582-‐5311	  

【市川支店】	  
TEL　047-‐370-‐5441	  

【銚子営業所】	  
TEL　0479-‐24-‐5121	  

【茨城営業所】	  
TEL　0297-‐71-‐5010	  

【君津営業所】	  
TEL　0439-‐29-‐6451	  

【柏サービスセンター】	  
TEL　0471-‐67-‐1791	  

【成田サービスセンター】	  
TEL　0476-‐93-‐1144	  

【茂原サービスセンター】	  
TEL　0475-‐25-‐3774	  

【君津サービスセンター】	  
TEL　0439-‐29-‐6452	  

信��サービス	  



22



23

下記の書籍を斡旋価格で販売しますので、ご希望の方は「お申込書」に必要事項を記入し、関東地方本部事務
局へ FAX でお送り下さい。      
　「実践問題シリーズ」（2014 春版）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2013 年 11 月試験の問題、
②今後出題される可能性のある各種の過去問題」が、解説とともにもれなく掲載されています。   
　是非、受験準備にお役立て下さい。      

関東地方本部　事務局　　TEL 03-5640-4761　　FAX 03-5640-6599      
　（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）     

注 1・斡旋価格には消費税は含まれておりませんので、斡旋価格のほかに消費税（小数点第一位を四捨五入）
　　　  をお支払いただきます。  　

注 2・代金は前払いでお支払いただきます。      
注 3・品物の郵送をご希望の場合は、別途送料が掛かります。      
注 4・直接、事務局にお出でいただく場合は、在庫を確認いたしますので事前にご連絡ください。

協会推奨書籍の斡旋について

シリーズ 書　　　　名 判 型 頁 ISBN 定　価 斡旋価格

実戦問題
シリーズ

2014春 DD1種実戦問題 A4 判 272 頁 978-4-89797-943-4 2,840 円 2,556 円
2014春 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-89797-942-7 2,300 円 2,070 円
2014春 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-89797-944-1 2,840 円 2,556 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 2,600 円 2,340 円
AI 3種 精選問題　 B5 判 176 頁 978-4-89797-699-0 2,200 円 1,980 円

標　　準
テキスト
シリーズ

DD 1種 標準テキスト 第3版 B5 判 360 頁 978-4-89797-947-2 2,800 円 2,520 円
DD 3種 標準テキスト 第4版 B5 判 296 頁 978-4-89797-912-0 2,400 円 2,160 円
AI 3種 標準テキスト 改訂版 B5 判 296 頁 978-4-89797-838-3 2,400 円 2,160 円

科 目 別
テキスト
シリーズ

わかる AI・DD全資格 〔基礎〕 改訂版 B5 判 176 頁 978-4-89797-945-8 2,200 円 1,980 円
わかる AI・DD全資格 〔法規〕 第3版 B5 判 224 頁 978-4-89797-946-5 2,200 円 1,980 円
わかる AI 1・2種 〔技術・理論〕 改訂版 B5 判 216 頁 978-4-89797-822-2 2,500 円 2,250 円
わかる DD 1・2種 〔技術・理論〕 第4版 B5 判 232 頁 978-4-89797-924-3 2,500 円 2,250 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 2,800 円 2,520 円

●工事担任者・試験対策書籍

書　　　　名 判 型 頁 ISBN 定　価 斡旋価格
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 2,500 円 2,250 円

●ネットワーク実務関連書籍
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（一社）情報通信設備協会『賠償責任保険制度』のご案内

　情報通信設備協会では、会員の皆様の強いご要望にお応えするため、東京海上日動火災保険㈱の協力を得て、
平成 13 年から、物損の伴わない賠償事故にも対応できる画期的な保険として、協会オリジナルの賠償保険を提
供しておりますが、このたび、平成 26 年 4 月 20 日スタート（1 年契約）の新規募集を開始しますのでご案内い
たします。

　近年、日本国内でも賠償責任に関わる意識が、今までよりますます高まってきております。
　経営の安定と、万一の賠償資力確保のために、是非ご加入をご検討下さい。

　安価な保険料で、プログラムの入力ミスや設計ミス等の人為的なミスによる営業損害も補償対象と
しています。

　「人」の勘違いによる事故を完全に防ぐことは出来ませんし、事故は何時、何処で発生するか全く予想ができ
ません。そして、一旦事故が発生した場合は、私ども中小企業の会社経営、ひいては経営者や従業員の生活を脅
かすことにもなりかねません。
　会員各位には、事故発生のリスクに備えるため積極的に加入をご検討頂きますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。

　すでに他社の賠償責任保険にご加入中の会員におかれましても、情報通信設備協会『賠償責任保険
制度』への切り替えをお勧めいたします。

①保険期間−平成 26 年 4 月 20 日から平成 27 年 4 月 20 日までの 1 年契約となります。

②工 事 高−年間売上額から物品や材料等の販売部分を除いた、純粋な工事部分のみの金額が保険料
を決める数字となります。

③保 険 料−一般の賠償責任保険は売上高を基準にしていますが、工事高のみ（物品や材料等を除い
た工事費）を基準としています。

事故例 
卸売会社の移転に伴う電話工事に際し、設定ミスにより録音システムが作動せず夜間の受注ができな
くなってしまい営業被害が発生 !
　　　　　　　　　　　　逸失利益分として保険金 60 万円を支払う

お申込方法
　①別紙の「お見積り依頼書」にて、見積もりのご依頼をお願い致します。
　②会員様とご相談しながら、補償プランをご提示いたします。

【お問い合わせ先】
賠償責任保険制度 事務局　山田、田川 関東地方本部 事務局
TEL 03-5701-7065　FAX 03-5701-5135 TEL 03-5640-4761  FAX 03-5640-6599
E-mail：info@shinei-pt.com　　　 E-mail：kanto@itca.or.jp
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　一般社団法人 情報通信設備協会　御中

< ご依頼時の確認事項 >
私は､ 契約者である企業または団体の構成員であることを
確認し､ 団体に対してこの保険契約への加入を依頼します。
また､ 私は､ 裏面に記載の ｢個人情報の取扱いに関するご
案内｣ の内容について確認の上､ 同意いたします。

一般社団法人 情報通信設備協会 賠償責任保険制度
お見積り依頼書

 

 
 
 

 

)
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平成26年度第1回国家試験「電気通信主任技術者」試験のご案内

1.試験日時
平成 26 年 7 月 13 日（日曜日）

2.試験実施地
　全国 15 ヶ所を予定

3.受験票
　平成 26 年 6 月下旬に郵便葉書にて通知します。

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（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。

7.合格基準
　各科目の満点は 100 点で、合格点は 60 点以上。

8.合否発表
　平成 26 年 8 月 4 日（月）

9.試験手数料
　4 科目受験 18,700 円、3 科目受験 18,000 円、2 科目受験 17,300 円、1 科目受験 16,600 円、
　全科目免除 9,500 円

10.申請書受付期間
　 

申請区分 申請内容 申請受付期間 試験手数料払込期間

インターネット申請 実務経歴の申請がない場合 平成26年4月1日（火）〜5月7日（水）平成26年5月8日（木）まで

郵送申請
実務経歴の申請がない場合 平成26年4月1日（火）〜4月30日（水）

実務経歴の申請がある場合 平成26年4月1日（火）〜4月21日（月）
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※試験手数料の支払い方法など、試験に関する重要事項に関しては、（一財）日本データ通信協会から 26 年 3 月
上旬から配布する電気通信主任技術者試験　申請書類中の「試験実施要領」、「受験の手引き」、または協会電
気通信国家試験センターホームページ http://www.shiken.dekyo.or.jp/chief/index.html　でご確認ください。

※受験申請書類は、無料で配布しております。（送料のみご負担ください。）
　ゆうパック「着払い」―「着払い可」であることを明記し、必要部数、お名前、ご住所、電話番号を下記電気

通信国家試験センターへ FAX またはメールにてお送りください。

［お問い合わせ先］
　一般財団法人 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
　e-mail：shiken@dekyo.or.jp

	 ゆうパック「着払い」―「着払い可」であることを明記し、必要部数、お名前、ご住所、電話番

号を下記電気通信国家試験センターへＦＡＸまたはメールにてお送りください。	 

	 

［お問い合わせ先］	 

������	 ���������	 ������������	 

〒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 
e-mail: shiken@dekyo.or.jp 

 
 

 



情報通信エンジニア情報通信エンジニア
「エキスパート工事担任者」

高い専門性を持ち、お客様に信頼される

「情報通信エンジニア資格」とは 「情報通信エンジニア資格」とは 
　情報通信エンジニア資格は、工事担任者のスキルと地位の向上を目指して、工事担任者スキルアップ
ガイドライン委員会の審議結果に基づき、平成17年12月に設立された認定資格です。最新の知識・技術を
修得するための学習を継続的に行い、その成果について認定を受けた工事担任者に与えられます。 

　情報通信エンジニア資格は、工事担任者のスキルと地位の向上を目指して、工事担任者スキルアップ
ガイドライン委員会の審議結果に基づき、平成17年12月に設立された認定資格です。最新の知識・技術を
修得するための学習を継続的に行い、その成果について認定を受けた工事担任者に与えられます。 

一般財団法人 日本データ通信協会
情報通信人材育成本部 情報通信エンジニア事務局

DD1種または
AI・DD総合種の資格取得者 

DD2種または
DD3種の資格取得者

　情報通信エンジニア資格には、大規模工
事等に従事する「ビジネス」と、 一般家庭
を中心とした工事に従事する「ホーム」の
２種類があります。  

「情報通信エンジニア資格」 
ビジネス ホーム

資格を取得する
メリット

資格を取得する
メリット

● 年1回の更新時に送付される「更新研修テキスト」により、最新の知識・
技術を体系的に修得できます。

● 「情報通信エンジニアICTセミナー」に無料で参加できます。
● 自宅や職場等で「情報通信エンジニアICTセミナー」の概要を掲載した
協会機関誌をWebで閲覧できます。

スキルアップできる！

● 情報通信エンジニアは、情報通信分野と、その関連分野について、
継続的にスキルアップを図っています。このため、最新の知識・技術
を修得している工事担任者であることをお客様に証明できます。 

最新の知識・技術を証明できる！

● 工事担任者には、端末設備等の接続に関する知識・技術の向上を図る
ための努力義務が法令上、課せられています。 

● 情報通信エンジニア資格の取得者が多い企業は、コンプライアンス（法令
遵守）を徹底している企業として、お客様の信頼を得ることができます。

お客様の信頼を得ることができる！

DD種またはAＩ・DD総合種の資格をお持ちの方であれば、
申請により情報通信エンジニア資格を取得することができ
ます。なお、詳細につきましては、日本データ通信協会の
ホームページをご覧下さい。 
（http://www.dekyo.or.jp/engineer/shinsei/）



〒170-8585　東京都豊島区巣鴨2-11-1　巣鴨室町ビル6階
　 　　　03-5907-5955 http://www.dekyo.or.jp/engineer/URLTEL

工事担任者と情報通信エンジニアの違い

スキルアップとアップデート

一般財団法人 日本データ通信協会
情報通信人材育成本部 情報通信エンジニア事務局

情報通信エンジニア（エキスパート工事担任者）が
修得する範囲

現　在 将　来

新たな情報通信分野の
知識・技術

国家試験範囲の
新たな知識・技術

関
連
分
野

情
報
通
信
分
野

工事担任者が修得する範囲

国家試験範囲
（端末設備等の接続に必要な知識・技術）

スキルアップスキルアップ
ア
ッ
プ
デ
ー
ト

ア
ッ
プ
デ
ー
ト

工事に必要な専門技術

時代変化に対応した
関連分野の差分

お客様の要望に応える
ための関連知識・技術

●情報通信エンジニアは、情報通信分野に加え、その関連分野についても継続的に学習し、スキルアップ
とアップデートを図っている「エキスパート工事担任者」です。 

●お客様のさまざまなニーズにワンストップで対応できる、最新かつ幅広い知識・技術を身につけています。 

●各年度で修得すべき最新の知識・技術を、更新研修テキストで体系的に学ぶことができます。また、
最新の技術動向等に関するセミナーの概要を、Webで閲覧することができます。

情報通信エンジニアICTセミナー（2012年度開催実績）

セミナーテーマ 講演テーマ

ケーブルテレビの技術動向

第21回（2012/6/6）
情報通信ネットワークの
最新動向と課題

第22回（2012/6/13）
情報通信政策の最新動向

第23回（2012/9/20）
情報通信ネットワークの最新動向

第24回（2012/12/4）
データ通信技術の
最新動向

第25回（2013/3/8）
情報通信技術の進展と

政策動向

NTT西日本の人材育成と最近の取組

インターネット、スマートフォンをめぐる
個人情報保護法制度の動向と課題

日本再生に向けたICT総合戦略

電気通信事業分野における最近の動向
について

脱・Cisco、脱・光ファイバー、スマートデバ
イスで革新する企業ネットワーク

複雑化する最近の光線路に対応した
OTDR測定技術

光ファイバ保守運用業務を革新する技術
へのチャレンジ

次世代光通信技術の最新動向

サイバー攻撃に対する通信業界の取組
－マルウェアとサイバー攻撃の関連－

情報通信ネットワークを巡る最近の動向
と課題

情報通信エンジニア更新研修テキスト（2013年度目次構成）

第Ⅰ部

ネットワークの技術課題に
対する総務省の取組

第Ⅱ部

情報通信分野

第Ⅲ部

情報セキュリティ分野

第Ⅳ部

設計・施工管理分野
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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 http://www.ushiki-ts.co.jp/ 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
0078 扶桑電通㈱岡山営業所 中国 http://www.fusodentsu.co.jp/ 086-224-3368
0079 ㈲相模電話工業 関東 045-321-9700
0080 大栄電子㈱ 関東 http://www.daieidenshi.co.jp/ 045-321-8461
0081 ㈱立芝 中国 http://www.tateshiba.co.jp/ 082-230-3711

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、1月31日現在で77社が
認定されています。
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2014.3　Vol.20　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）
　　　　□ FRONT VOICE
　　　　□業界ニュース
　　　　□地方本部だより
　　　　□ IT最前線　農業分野で進む ICTの活用事例
　　　　□業界特集　企業電話の主役の座を狙うキャリア音声クラウドの実力
　　　　□新製品・新サービス　無線侵入防止システム AirTight Networks「SpectraGuard Enterprise」
　　　　□消費税の円滑かつ適正な転嫁の要請について
　　　　□（一社）情報通信設備協会『賠償責任保険制度』のご案内
　　　　□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。

◎　会社名　株式会社 エヌ・エフ・サービス　（平成26年1月14日入会）
　　所在地　　東京都港区　　
　　代表者　　千葉 知行　　
　　TEL　　　03-6371-2769
　　事業内容　電気通信設備、ネットワーク関連の工事・保守
　　URL　 　  http://www.k-nfs.co.jp/NFSindex.html

新会員（平成25年12月1日~平成26年1月31日）
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東海地方本部 〒460-0011
 

名古屋市中区大須4-15-12 福利会館ビル TEL 052-241-1989 toukai@itca.or.jp

北陸地方本部 〒920-0209
 

金沢市東蚊爪町1-9-1 かがつうシステム㈱内 TEL 076-238-8384 hokuriku@itca.or.jp

関西地方本部 〒530-0004
 

大阪市北区堂島浜2-1-25 中央電気倶楽部ビル TEL 06-6341-3488 kansai@itca.or.jp

中国地方本部 〒739-1731
 

広島市安佐北区落合1-2-30 大成ナグバス㈱3F TEL 082-516-8870 cyugoku@itca.or.jp

四国地方本部 〒791-8013
 

松山市山越3-15-15 NTT山越北ビル  TEL 089-911-1600 sikoku@itca.or.jp

九州地方本部 〒811-1302
 

福岡市南区井尻4-28-18 九州沖通信機㈱内 TEL 092-592-8881 kyushu@itca.or.jp
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仙台市青葉区春日町6-1 白鳥ビル203号室 TEL 022-221-4772 tohoku@itca.or.jp
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石狩市花川南8条5丁目32-1 つうけん花川ビル TEL 0133-75-8210 hokkaido@itca.or.jp

2月14日から日本中を襲った雪は、山
梨県甲府市の114㎝など各地で予想
外の降雪量を記録し、首都圏では鉄
道が止まり道路は通行止めとなって、
数日にわたり生活物資の輸送が遮断
されました。
　都心や近郊のスーパー・コンビニで
は、野菜が高騰し棚からパンやバナナ
などの食品が消える始末で、昭和48・
49年のオイルショクを思い出しました。
　ある県では、自治体からの自衛隊救
援派遣要請を一時断ったため、知事
が釈明する羽目になっていますが、改
めて非常事態への対応の大切さを痛
感しました。

（「ＩＴＣＡ」編集委員会）

編集後記


