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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

一般社団法人 情報通信設備協会
理事長　井 上　剛 毅

平成26年度のスタートにあたって

昭和 28 年に社団法人全国ピー・ビー・エッ

クス設備協会として設立された本協会は、途中、

全国電話設備協会、情報通信設備協会と名称を

変えながら、平成 24 年に公益法人改革に伴う内

閣府の審査を経て一般社団法人情報通信設備協

会へと移行して、我が国における情報通信の健

全な発達と利用者の利便性向上を図り、公正か

つ自由な事業活動を促進し、情報通信設備の普

及・拡大に貢献・情報化社会の健全な発展に寄

与することを目的に、新たな組織としてのスター

トを切り、間もなく創設 60 周年を迎えるととも

に、次の 100 年、200 年に向けた一歩を踏み出し

ました。

　さて、去る 3 月 11 日の理事会において平成 26

年度の事業計画が決定され、平成 26 年度がス

タートいたしました。しかし、26 年度収支予算は、

通常会員の減少による会費収入の減、及び研修

受講者の減少による教育事業収益の減等により、

25 年度に続き赤字予算となっているため、全て

の地方本部の赤字予算の現状とともに、経費の

無駄を省き人件費を見直すなど、一層の支出節

減・圧縮の取り組みが必要となっています。

26 年度の各種施策のうち、特に緊急を要する

ものは会員拡大です。昭和 60 年度末に全国で

1475 を数えた会員数は、毎年減少を続けて 25 年

度末には 646 となり、このまま協会の財務基盤

である会員の減少が続けば事業活動に重大な支

障を来たす恐れがあり、会員増強による組織の

立て直しが緊急の課題となっています。そのた

め、地方本部役員を含む全協会役員が入会への

一声運動を行い、全地方本部が 25 年度末会員数

の 10％増を目標にした会員増強に取り組むこと

としており、この成否が協会の今後にかかって

いると言えます。合せて地方本部の事務の効率

的な運営を検討していきます。

　また、協会は、従来から教育・研修・セミナー

等の人材育成や、機関誌・ホームページ・メー

ルマガジン等の情報発信、キャリアとのアライ

アンスや新サービスの紹介など、会員に役立つ

事業を推進してきましたが、26 年度はさらにこ

れらの一層の充実を図るとともに、会員交流の

促進など、昨年の会員アンケートで寄せられた

皆様の声を真摯に受け止め、今後の事業に反映

させてまいります。

今後も厳しい経営環境が続きますが、協会の

さらなる発展のため協会本部と地方本部とがー

体となって鋭意努力してまいりますので、会員

皆様方の一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。
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業界ニュース　2月 

5日（水） NEC、どこからでも内線電話をスマホに転送できるクラウドサービスを開始
日経産業 スマホにインストールしたアプリを立ち上げれば、自分のデスクの内線電話機を使うような感覚で通話できる。

6日（木） 母親が使うネットサービス、首位はLINEで70%を超える　─インタースペース調査
日経産業 昨年調査の3位から首位に。2位は料理レシピの「クックパッド」で、ソーシャルゲームは大きく順位を落としている。

7日（金） LINE、2013年売上高518億円となり10〜12月期で前年比約5.5倍
日経産業 売上高の内訳はゲーム内アイテム課金が6割、チャットで使われる「スタンプ」の課金が2割となっている。

12日（水）国内サイバー攻撃実態調査、4社に1社が遭遇　─KPMGジャパン調査
日経産業 攻撃に対する意識は高まっているものの、「対処する能力がある」と回答したのは2割にとどまった。

12日（水）2013年国内携帯出荷台数、前年比10.2%減の3929万台　─MM総研調査
日刊工業 携帯各社がiPhoneの販売を重視したことで他のスマホが伸び悩んだ。スマホの出荷台数も同3.7%減の2928万台となった。

14日（金）日米IT各社が開発するクラウド構築基盤「オープンスタック」が一気に浸透
日経産業 仮想サーバーを利用者に貸し出すクラウド「IaaS」を構築することが可能で、米アマゾンのクラウドサービスに対抗する。

17日（月）NTT東とナビタイム、外国人観光客向けにWi-Fi利用エリア検索サービスを開始
日経産業 検索対象はNTT東から機器を借りて無料Wi-Fiを整備している観光施設や飲食店など約4万ヶ所。

17日（月）スマートフォン市場で大画面搭載の「ファブレット」に注目集まる
日経産業 「Phone」と「Tablet」からの造語で、6型前後の画面で電話機能を搭載し、機能的にはスマホと変わらない。

18日（火）携帯型ルーター、利用拡大で競争が激化
日刊工業 タブレット端末の普及などに伴って利用が拡大。女性の利用も目立ってきており、女性を意識したデザインも投入されている。

19日（水）2013年から5年間のモバイルデータ通信量、約11倍に増加　─シスコ調査予測
日刊工業 M2Mやウェアラブル端末の台頭、ビデオの利用拡大などにより年間成長率は64%と高水準で推移するとしている。

20日（木）エレコム、日本国内で使えるSIMカードを中国と香港で発売
日経産業 最長10日間使えるデータ通信用SIMカードで、訪日する観光客など向けに販売する。

21日（金）2013年ネット銀行詐欺被害総額、前年比30倍の14億円超
日経産業 不正に第三者へ送金された詐欺被害件数は1315件。ブラウザーに寄生して不正に送金するウィルスがその元凶とされている。

21日（金）インプレスR&D、「インターネット白書」のバックナンバーを無料公開
日経産業 インターネット協会などと共同で過去17年分を電子化。ネットで誰でも閲覧できるようにする。

25日（火）スペイン携帯見本市、ネットにつながる自動車関連技術に注目
日経産業 自動車メーカーや通信大手などによる自動車向けシステムの争奪戦が激化している。

25日（火）三井情報、コールセンター向けに電話内容をテキスト化するサービスを開始
日経産業 録音ではなく通話情報から自動で音声ファイルに変更。同時に1000通話を音声データに変換するほか、テキストファイルに変換する機能を搭載している。

26日（水）NTT東西、赤字かさむ固定電話の提供義務に見直しを求める声
日経産業 契約者が減る一方の固定電話だけを「国民生活に不可欠」とするユニバーサルサービスの見直しが求められている。

26日（水）OKI、拡張性を強化したIP顧客対応窓口システムを発売
日刊工業 1システムで3000席、システム連携で1万席の大規模システムに対応。他社のサーバやPBXにも接続可能。

27日（木）情報システム業界、技術者不足の「2016年問題」が深刻化
日経産業 日本郵政の大型投資や公共分野などで2016年完了予定の大型案件が集中。深刻な技術者不足に陥っている。

27日（木）LINE、固定・携帯電話への通話サービスを発表
日刊工業 国内の通話料金は、携帯への通話が1分6.5円。固定に限定した通話は同2円。日本のほか米国など6カ国で利用可能となる。

28日（金）2014年スマホ世界出荷台数、前年比19.3%増の約12億台に　─米IDC調査
日刊工業 先進国市場が飽和状態となり13年の39.2%増から大きく鈍化すると予測している。
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クラウドサービスの2014年のキーワードとして「オープ
ンスタック」が一気に浸透しそうだ。米アマゾン・ドット・
コムのクラウドサービスに対抗するため大手 IT（情報技術）
各社が大同団結し必要なソフト群を総力を挙げて開発。曰
本でも各社が製品やサービスをオープンスタックに対応さ
せる動きが活発だ。開発に参加する企業間での競争も激化
しそうだ。

　「クラウドサービスが企業のビジネスに大きく影響するよ
うになった。世界は変わった」
　オープンスタックを開発する非営利団体「オープンスタッ
クファウンデーション」の共同創立者で最高執行責任者

（COO）のマーク・コリアー氏は 13 曰、都内で開幕したイ
ベントの基調講演でクラウドサービスの重要性をこう強調
した。
　オープンスタックはクラウドサービスの提供に必要なソ
フトをひとまとめにしたもの。具体的にはサーバーやスト
レージ（外部記億装置）、通信ネットワークを仮想化して使
うソフトが中核で、管理画面ソフトや認証ソフトなどが脇
を固める。
　無償公開ソフト（オープンソースソフト）なため、多く
の IT 企業が開発に参加しつつ、独自に機能を追加した商用
製品を販売している。米ヒューレット・パッカード（HP）
や米 IBM、オープンソースの基本ソフト（OS）「リナックス」
を開発する米レッドハットなどが代表格だ。
　欧米中心に盛り上がるオープンスタックの波は 14 年に
曰本にやってきそうだ。富士通は年内にサーバー製品やシ
ステム構築用ソフトをすべてオープンスタック準拠にする。
NEC も 4 月にオープンスタックベースのクラウドサービス

を提供する。曰立製作所は得意のストレージ分野で製品開
発を急ぐ。各社は低価格のサービスを提供するアマゾンに
対抗するため、オープンスタックを使ったサービスを活用
していく考えだ。

▼オープンスタック　
複数のサーバーなどを束ねてクラウドサービスを構築す

るための無償ソフト。米アマゾン・ドット・コム子会社が
提供するクラウドサービスに対抗するため、米国や曰本の
IT（情報技術）大手が技術を出し合って開発を進めている。
　複数台のサーバーの CPU（中央演算処理装置）やメモリー、
ハードディスクなどを統合したうえで小分けした複数台の

「仮想サーバー」を利用者にネットワークを通じて貸し出す
クラウド「IaaS（イアース）」が構築できる。アマゾンのサー
ビスとの互換性もある。
　米航空宇宙局（NASA）と米データセンター事業者ラッ
クスペースが開発を進めた。設計図を公開して誰でも無償
で利用できるオープンソース・ソフトとして開発を進めて、
半年ごとに機能を大きく追加している。

対アマゾンヘ切り札   クラウド構築基盤「オープンスタック」　日米 ITが共同開発2月14日（金）
日経産業

固定・携帯電話にも通話   LINE、来月新サーピス2月27日（木）
日刊工業

LINE は 26 日、スマートフォンのアプリケーション（応
用ソフト）「LINE」から、国内外の固定電話や携帯電話へ
の通話ザービス「LINE 電話 /LINE　Call を 3 月に始めると
発表した。国内の通話料金は、60 分を上限に 30 日間利用で
きるプランの場合、携帯への通話が 1 分 6・5 円、固定に限
定した通話が同 2 円。携帯電話会社などの料金に比べて低
額に設定した。今後、携帯各社の音声通話の料金体系に影
響を与える可能性がある。

　LINE が提供するのはインターネット・プロトコル（IP）
電話サービスで、日本のほか、米国とメキシコ、スペイ
ン、タイ、フィリピンの 6 力国で始める。LINE を使ってい
ない相手にも低料金で電話をかけられる。初期設定は不要
で、複数の大手回線事業者のプレミアム回線を採用し、通
話が途切れにくく音質も確保した。国内の店舗や施設など
の 650 万件以上の電話番号データベース（DB）も利用可能。
LINE の無料通話機能はこれまで利用者同士に限られていた。

企業名 主な取り組み

伊 藤 忠 テ ク ノ
ソリューションズ

2014 年 3 月に大量データを処理しやすくする無償
ツールを世界に先駆けて公開、システム構築サー
ビスで生かす

日本ヒューレット・
パ ッ カ ー ド

2012 年から北米などでパブリッククラウドや統合
型サーバーなどを提供中。 2014 年前半に日本で教
育サービスを開始する

日 本 I B M 2013 年に業務プロセス管理向けやソフト開発向け
のプライベートクラウド構築ソフトを提供

日 立 製 作 所 ストレージ関連ソフトの試作品を完成、ニーズも
見極めて市場に投入する

富 士 通
2014 年内にストレージやネットワーク機器、ミド
ルウエアといった製品の対応を進め、システム構
築サービスも開始

レ ッド ハ ット
日 本 法 人

2014 年 1 月にオープンスタックを使ったクラウド
サービス構築ソフト「レッドハットクラウドイン
フラストラクチャー 4.0」の販売を開始

N E C
2014 年 4 月にパブリッククラウドを提供する。上
位の高信頼性版との一体運営も可能。月額 6700
円から

NTT デ ー タ

2012 年からプライベートクラウド「フルオープン
IaaS 基盤サービス」を開発中。コンサルティング
から運用まで提供するほか、二重化などで信頼性
を高められる

IT各社のオープンスタックの取り組み
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業界ニュース　3月

3日（月） NTTとNTT東西、フレッツ光契約純増70万回線を来年度計画に
日刊工業 中堅・中小企業を中心とした法人市場への開拓強化に重点を置き、13年度と同水準を維持する。

5日（水） 2013年タブレット市場、世界シェアでアンドロイドが首位に　─ガートナー調査
日経産業 アンドロイド搭載端末は前年比2.3倍の1億2096万台。シェアは61.9%となり36%のアップルのiOSを抜き首位となった。

7日（金） 国内の教育向けタブレット、18年に128万台に　─IDCジャパン予測
日経産業 2013年出荷台数は25万台。今後は平均年率38.7%のペースで市場が拡大。政府などの補助次第では普及が加速する。

12日（水）NEC、携帯電話基地局通信設備の主要な機能をソフトウェアに置換える実証実験
日経産業 この技術を搭載した製品を導入すれば大型の通信設備が不要になり通信事業者は初期費用を4割削減できる。

12日（水）2014年国内IT市場、成長率0%の見込み　─IDCジャパン予測
日経産業 総額は14兆1584億円で17年まで成長率は年平均0.8%。市場の45%を占めるハードだが、14年は更改周期の谷間となる。

13日（木）三菱電機、小オフィス向けの通信ゲートウェイを発売
日刊工業 VPNルーターと無線LANアクセスポイント機能を集約した装置を発売。内線電話機能も搭載する。

14日（金）スマホやタブレット向けの不正サイト、2年で14倍に　─トレンドマイクロ調査
日経産業 接続するとログイン情報を盗み出すなどのウェブサイトが急増。日本から月平均10万台以上のアクセスがあるという。

14日（金）古河電工、光ファイバーで給電する監視カメラシステムを製品化
日経産業 給電用と映像伝送用の2本の光ファイバーを使う。光で電力を供給するシステムの製品化は世界初。

18日（火）2013年の情報セキュリティ10大脅威、「標的型」が首位　─IPA調査
日経産業 特定の政府機関や研究機関だけでなく一般企業も狙われ「国益や企業経営を揺るがす懸念事項になっている」

18日（火）スマホ乗り換えでキャッシュバック、携帯大手3社の販売促進が加熱
日経産業 MNP（番号持ち運び制度）でスマホを契約すると最新機種が一括0円だけでなく、数万円のキャッシュバックも。

18日（火）スマートメーター前倒し、2024年度までに国内の全世帯に
日経産業 東京電力など大手電力10社は最大8年前倒しで導入を進める計画を経済産業省に提出。

24日（月）世界のモバイル機器向け広告市場、2014年に前年比75%増の約3兆円に
日経産業 スマホやタブレットの普及により急拡大。13年の世界市場は前年比2倍の179億6000万ドルだった。

24日（月）KDDI、「プラチナバンド」を使ったLTEの実人口カバー率が99%に
日経産業 使用する電波周波数帯は800メガヘルツで電波が届きやすいのが特徴。面積カバーは1年で1.5倍に増えている。

25日（火）企業の情報漏洩に関する意識調査、8割以上が危機感　─民間調査
日経産業 顧客情報を守りたいとする半面、データへのアクセス権限を把握していないという回答が半数以上にのぼった。

25日（火）MVNOの「格安SIM」に脚光
日刊工業 口コミで主婦層に浸透。イオンやヨドバシカメラなど実店舗での購入が増えている。

26日（水）米シスコ、クラウド関連ビジネスに1000億円投じると発表
日経産業 セキュリティ、データ保管、省電力化、サーバーの効率化などの分野に積極投資していく。

28日（金）ヤフー、イー・アクセス株を親会社ソフトバンクから買収し通信事業に参入
日経産業 イー・アクセスは6月1日にウィルコムと合併予定。ヤフーは合併会社を子会社「ワイモバイル」とし独自サービスを開始する。

28日（金）日本通信、金融機関のATMデータ通信に携帯回線を使うサービス
日経産業 固定通信回線に比べATMを手軽に設置可能となり通信費を2分の1以下に抑えられるとしている。

31日（月）米マイクロソフト、iPad版「オフィス」を提供開始
日経産業 米MSのサティア・ナデラCEOは就任以来初めての記者会見を行い「オフィス」提供を発表。日本でも年内に対応する。

31日（月）NTTコム、PBXや内線機能をクラウドで提供
日刊工業 クラウド基盤上のIP電話サーバーを利用して両機能を提供。1内線グループ当たり月額5000円で、内線1番号当たり同500円。



5

教育向けタブレット  18年に128万台  IDCジャパン予測3月7日（金）
日経産業

調査会社の IDC ジャパン（東京・千代田）は 6 日、国内
の教育分野におけるタブレット（多機能携帯端末）の出荷
台数が 2013 年は 25 万台だったと発表した。今後は平均で
年率 38・7%のペースで市場が拡大し、18 年に 128 万台にな
ると予測している。聞き取りに対し「導入予定なし」と答
えた学校では予算が障害になっていることが多く、政府や
自治体などの補助次第では普及が加速しそうだ。
　13 年のタブレット関連市湯の売上高は 260 億円。これは
タブレット本体のほかデジタル教科書や電子黒板、運用保

守サービスなどを含む。14 年は 302 億円、18 年に 759 億円
になるとみている。塾や通信教育向け市場が、学校市場に
先行して立ち上がる見通しという。
　インターネットを通じたアンケート調査でタブレットの
導入状況を学校の教職員に聞いたとろ、導入済みは 9・8%、
導入予定は 20・4%だった。53・1%の導入予定がないと回
答した学校校長や教頭に聞いたところ「使わせたいが予算
がない」との回答が 66・0%だった。「必要性を感じない」
は 4・3%にとどまった。

　SIMカードを使った割安な無線データ通信サービス。い
わゆる「格安SIM」が脚光を浴びている。家計に占める通
信費の割合は上昇傾向にある。4月に消費増税を控えて、「ス
マホの料金は高い」という思いも切迫感を増す。格安SIM
を提供する事業者の競争力を高めようと、国も積極的に後
押ししている。

口コミで主婦層に浸透
　「主婦層が SIM カードを求めてイオンなどの取扱店舗に
来店するケースが増えている。“ 普通の人 “ にも口コミで広
まっているようだ」（海老原三樹 NEC ビッグローブネット
サービス事業部グループマネージャー）。これまでの購入者
層はスマートフォンなどに深い知識を持つ IT リテラシーが
高い人びとが中心だった。NEC ビッグローブの場合、SIM
カードの販売経路の 7-8 割を自社の電子商取引（EC）サイ
トが占めていたという。
　ところが同社が 1-2 月に実施したアンケートでは、SIM
カード購入者のうち約半数がヤマダ電機やヨドバシカメラ、
イオンといった実店舗で購入していた。NEC ビッグローブ
のほかインターネットイニシアティブ（IIJ）や NTT コミュ
ニケーションズ（NTT コム）などが相次いで実店舗に販路
を広げ、一般消費者も手を伸ばしやすくなった。

　直近では個性派タレント「マツコ・デラックス」を起用
した NTT コムのテレビ CM も話題になった。格安 SIM の
認知度は確実に高まっている。携帯電話各社のキャッシュ
バック合戦が終息に向かっていることも、追い風になりそ
うだ。表にでにくいキャッシュバックの多寡を考慮するこ
となく、各社が提示している月額料金をもとに比較すれば

「月額 1000 円以下」という低料金が魅力を増してくるとい
う寸法だ。
　　 
接続料など国が後押し
　国も格安 SIM を提供する仮想移動体サービス事業者

（MVNO）を後押ししている。総務省は 1 月、「第二種指定
電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」の改正案
を発表した。MVNO は NTT ドコモなど携帯電話各社から
回線を借り受けてサービスを提供している。回線を借りる
ための接続料の算定は、携帯電話事業者が前年度に回線設
備に投じたコストをベースにしていた。改正案では前年度
ではなく、同じ会計年度をベースに接続料を算定する方法
に改める。
　総務省は「ガイドラインは、回線設備の利用に応じてコ
ストを負担するという事業者間の “ 割り勘 ” のためのファク
ター」（総合通信基盤局料金サービス課）と説明する。会計
年度をそろえることは携帯各社と MVNO の “ 割り勘 ” の条
件を同じにするということ。言い換えると、回線設備のト
ラフィック（通信量）処理能力の増大による恩恵を携帯各
社と MVNO が同じように受けられるようになるというわけ
だ。「競争環境を整えて消費者の選択肢を増やせば料金も下
がる」　（同）と期待する。
　こうした趨勢を受け、これまで格安 SIM に対して一歩引
いていた感のある携帯各社も態度を変じつつある。「MVNO
を支援していく。接続料を下げること以外にもいろいろな
支援策は考えられる」（田中孝司 KDDI 社長）。これまで格
安 SIM を提供する事業者に回線を貸し出すのは NTT ド
コモが一手に引き受けて来た格好だが「ドコモがシェアー
100%はまずい。うちは競争論者だ」（同）と力を込める。
KDDI の変化を見たドコモやソフトバンクも、いずれ何ら
かのリアクションをとるはずだ。
　2020 年代に向けて通信政策の方向性を議論する「2020-ICT
基盤政策特別部会」でも MVNO の育成は大きなテーマと
なってくる。今後も目の離せない展開が続きそうだ。

「格安 SIM」が脚光  携帯会社の姿勢変化も3月25日（火）
日刊工業

「マルチメディア Akiba」の SIM販売
コーナー。外国人客がプリペイド式の
SIMを購入していくことも多い



6

地方本部だより

◎松山市などで開催される主な季節イベント
○しまのわ「まるごと」フェスタ in三津浜・道後（4月19日・20日）
　※三津浜会場　　

①島の海産物・農産物などを集めた物産市や島屋台などの
グルメ市場

②「日本丸」の寄港
　※道後会場

道後地区の旅館・ホテルが瀬戸内の食材を使った「しまの
わ・道後朝飯」発表と提供

　　
○しまのわイベント
　※春　 「しまのわ」inごごしまサイクリング　他
　　　　<3月〜5月 >
　※夏　自然を楽しむ五目つり探検隊　他 <6 月〜 8 月 >
　※秋　瀬戸内「犬の輪」プロジェクトじゃ犬 2020　他
　　　　<9 月〜 10 月 >
○里島めぐり&瀬戸内しまのわ2014企画
　※瀬戸内しまのわ春まつり In 中島 <4 月 5 日 > 

桜の植樹や、島の名物「みかんうどん」・魚介類を堪能。桜
山のミニ八十八ヶ所めぐりなど

【ポスター・ガイドブック】
ポスター・ガイドブックでは、愛媛県出身の「友近」と広島県
出身の「アンガールズ」が、両県の開催内容などの見所を紹介
しています。ガイドブックは、開催市町の役場やコンビニなど
で配布しているほか「しまのわ」公式サイトからもダウンロー
ドできます。

「瀬戸内しまのわ 2014」公式サイト　 
　http://www.shimanowa2014.jp/

「瀬戸内しまのわ 2014」ガイドブック春版
　http://www.shimanowa2014.jp/pdf/guidebook_2014sp.pdf

・・・島の輪つながる　人の和つなげる・・・
『瀬戸内しまのわ2014』開催中！

一般社団法人 情報通信設備協会 四国地方本部
事務局長　髙木 道也

瀬戸内海を舞台に、3月21日から10月26日にかけ、愛媛県と広島県の島嶼部・臨海部を舞台にして瀬戸内地
域の魅力を発信する博覧会「瀬戸内しまのわ2014」が開催されています。瀬戸内海国立公園指定80周年を迎え
た記念のイベントとして、島と島とのつながりの「輪」を人の「和」につなげようと、両県あわせて13の市町村の
イベント会場で“出会って・見て・味わって・体感”を合言葉に、みなさんをお待ちしております。
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道後温泉（日本最古の温泉）
　「湯のまち」まつやまのシンボル道後温泉は、3000
年の歴史を誇る日本最古の温泉で、神代の昔、一羽
の白鷺が岩間に湧く湯で傷を癒したといわれる “ 温泉
開祖 ” の伝説もあり、花崗岩の割れ目から湧き出す良
質な温泉は現在に至っても受け継がれて、日本で唯
一の皇室専用の浴室である「又新殿」の観覧コース
や小説家・夏目漱石ゆかりの「坊っちゃんの間」が
人気となって、全国の多くの湯治客・観光客が訪れ
ています。
　また、明治 27 年に改築された「道後温泉本館」は、
平成 26 年 4 月 10 日で 120 周年の大還暦を迎える情
緒あふれる近代和風建築で国の重要文化財に指定さ
れており、120 周年を記念して、道後を舞台にフェス
ティバル「道後オンセナート 2014」を開催し、ホテル・
旅館や地元住民が一体となって「道後でのひととき」
がお客様の心に残る思い出となるよう、“ お・も・て・
な・し ” のこころでお迎えします。
 　　 

※周辺の見どころ
　子規記念博物館

松山城（松山のシンボル名城）
　松山市街のほぼ中心にある勝山山頂にそびえる「松
山城」は、日本で 12 ヶ所しか残っていない、江戸
時代以前に建造された天守を有する城郭のひとつで、
日本三大連立平山城として重要文化財に指定されて
おり、平成 13 年には築城 400 年記念事業が展開され
ました。
　松山城は、約 410 年前、慶長 7 年に加藤嘉明に
よって創建され、平成 18 年に「日本 100 名城」、平
成 19 年には、道後温泉とともに『美しい日本の歴史
的風土 100 選』に選定されて、夜間はライトアップ
された天守閣が市内全域から眺めることができ、市
民・旅行者などの方角・現在地確認の基点となるなど、
日常生活に溶け込んだ松山市のシンボルにもなって
います。

※周辺の見どころ　　
　愛媛の城 : 今治城（三大水城）・宇和島城・大洲城、
城山へのロープウェイとリフト、坂の上の雲ミュー
ジアム
　                       

坊っちゃん列車（市内電車）
 　坊っちゃん列車は、文豪・夏目漱石の小説「坊っちゃ
ん」に登場した列車であり、明治 21 年の運行開始か
ら昭和 29 年まで地域の人々の足として親しまれてき
ました。
　この坊っちゃん列車は、平成 13 年、松山城築城
400 年を記念して外見はもとより内部も当時を忠実に
再現し、「マッチ箱のような」という小説さながらの
レトロさで運転手・車掌さんが当時の制服姿で迎え
てくれ、家族連れを含め好評を博しています。
　ルートは、道後温泉駅から伊予鉄松山駅までと、
道後温泉駅から JR 松山駅経由古町駅までの 2 ルート
があり、沿線には松山城・坂の上の雲ミュージアム・
秋山兄弟の生家跡をはじめ、松山の観光拠点である
名所・旧跡など人気スポットが多くあり、乗降をく
りかえすなど気ままな散策を楽しむことができるで
しょう。

『湯のまち・城下まち・文学のまち』
・・・タウンスポット満載の “まつやま ”で心身ともにリフレッシュ！・・・

◎「瀬戸内しまのわ2014」のイベントめぐりのつづきは・・・

道後温泉本館

松山城

坂の上の雲ミュージアム

坊っちゃん列車
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特集

工事担任者による工事の実施および監督について
　当協会では、従来から通信設備工事に必要な国家資格として、会員の工事担任者資格取得に努めてきたところ
ですが、昨年実施した会員アンケートでも多くのご意見をいただく等、資格の実効性を高めることが協会の重要
課題であることから、主務官庁である総務省に申し入れを行った結果、
①総務省ホームページ「電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格」の「2. 工事担任者資格（電気通信事業法

第 71 条）」の内容を変更（「工担者が必要な工事等の具体例」「工事発注者がすべき確認事項」を加えた）（図１）
②①について、総務省から各総合通信局を通じて自治体へ周知
が実施されました。

　 

　また、総務省ホームページの内容変更を受け、協会会員としてもお客様（発注者）に「工事担任者資格者によ
る工事の実施、監督が法的に義務付けられている」ことを理解していただく必要があることから、チラシ「通信
システム工事を行う際には（工事担任者による工事について）」（図2）を作成いたしましたので、会員各社の信
頼性向上にお役立ていただきますようお願いいたします。　

（図1）総務省ホームページ「電気通信関係資格手続きの案内＞電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格
　　　（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/denkishikaku.html）」抜粋
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　※チラシ「通信システム工事を行う際には（工事担任者による工事について）」は、協会ホームページ　
　　（http://www.itca.or.jp/pdf/about_construction.pdf）から印刷することができます。

（図2）チラシ「通信システム工事を行う際には（工事担任者による工事について）」

（表面）

（裏面）
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　監視カメラ市場はここ数年、アナログからデジタ
ル（ネットワークカメラ、IP カメラ）への移行が進
んでいる。調査会社の富士経済によると、ネットワー
クカメラは 2013 年に金額ベースで、2015 年には数量
ベースでもアナログカメラを逆転すると見られる（図
表1）。
　ネットワークカメラの成長を後押ししている最大
の要因が､ 価格の低廉化だ。
　ソニーやパナソニックシステムネットワークスな
ど主要メーカーが値下げに踏み切ったことで他社も
追随、アナログカメラとの価格差が全体として縮小
して価格面でのアナログカメラの優位性が薄れ、よ
り高機能なネットワークカメラが選ばれるように
なっている。
　価格の低廉化に加えて、｢高精彩映像｣ と ｢大規模
運用｣ に対するニーズが高まっていることもデジタ
ルヘの移行を促している要因だ。
　治安の悪化を受けて、日本でも繁華街を中心に監
視カメラが設置されるようになっており、事件や事
故が発生した際にはその映像が証拠として提出され
る機会も増えている。ところが、アナログカメラの
解像度は高くても VGA（640 × 480 ピクセル）程度

であり、人や物の輪郭がぼやけて判別が難しいこと
から、警察では VGA 以上の映像を証拠能力として推
奨しているといわれる。
　人の顔を正確に認識するためには最低でも 60 ピク
セル幅は必要とされるが、その基準を満たすのは HD

（1280 × 720 ピクセル）以上の高画質映像が撮影可能
なネットワークカメラになる。実際、ネットワーク
カメラで撮影した映像は、人の顔のみならず衣服の
色や柄、さらには車のナンバープレートの数字など
の細部まではっきりと映し出すことができる。
　監視カメラはかつて ｢あるだけで抑止効果が期待
できる｣ ｢映像が映ればいい｣ といわれたこともあっ
たが、今や、それだけでは十分ではなくなっている
というわけだ。
　一方、大規模運用の現状について、Bosch Security 
Systems のネットワークカメラを販売する店舗プラ
ンニング ･IP ソリューション事業部副部長の吉原健
太氏は ｢数百台規模は当たり前になっており、場合
によっては数千台規模の案件もあります｣ と話す。
　最近、大型商業施設や高層オフィスビルの建設が
各地で相次いでおり、監視カメラの導入規模は拡大
する方向にある。海外では 5000 台〜数万台の案件も

［IP監視システム］
高精彩映像と大規模化の需要高まる

業界特集

監視カメラ市場では、ネットワークカメラの成長が著しい。高精彩映像や大規模運用、高画質データの長期保存
といったニーズの高まりが、アナログからの移行を促している。

（図表1） 監視カメラ市場規模の推移
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珍しくなく、｢日本でもいずれそうなるのではないで
しょうか｣（吉原氏）と見る。
　こうした状況から、監視カメラを扱う販売代理店の
中には ｢最近の案件のほぼ 100%がネットワークカメ
ラ｣ というところも多く、中長期的には、ネットワー
クカメラの市場がさらに拡大することが確実視される。

長期保存で大容量ニーズ
　では、ネットワークカメラの最新動向はどうなっ
ているのか。ここからは、製品トレンドにフォーカ
スして見ていく。
　ネットワークカメラは撮影した映像を IP 伝送し、
SD カードやネットワークビデオレコーダー（NVR）、
NAS（Network Attached Storage）に保存するとと
もに、加工処理してモニターに表示する。これら ｢
映す｣ ｢保存する｣「見る（表示する）｣ という一巡の
動作をまとめて、ここでは IP 監視システムと呼ぶこ
とにする。
　IP 監視システムの製品トレンドとして、｢大容量化
への対応｣「可用性｣ ｢動体検知｣「スマートデバイス
対応｣ の 4 点が挙げられる。

　第一の大容量化への対応の背景にあるのが、映像
の保存期間の長期化だ。業種や目的にもよるが、保
存期間は数カ月から数年間に及ぶ。
　例えば、缶詰や缶ジュースを製造する食品工場の
場合、賞昧期限が切れるまでの 2 〜 3 年間にわたり
映像を保存することが義務付けられている。万が一、
製品に異物が混人した場合、製造時の映像を確認し
て原因を突き止めるためだ。また金融機関について
は、録画データを 2 年間保存することを求めるガイ
ドラインを金融情報システムセンターが設けている。
　これらは極端な例かもしれないが、オフィスにお
けるセキュリティ用途の導人の場合でも、保存期間

は平均 3 ヵ月程度になるという。
　カメラの運用台数が大規模化していることに加え
て、高画質な映像を一定期間保存するとなると、デー
タ容量は膨大にならざるをえない。
　｢仮に 100 台のカメラでフル HD 画像を 3 ヵ月
間保存しようとすると、約 400TB（テラバイト、
1TB=1024GB）のディスク容量が必要｣ と話すのは、
EMC ジャパン・アイシロン事業本部事業推進部マ
ネージャーの羽鳥正明氏だ。
　これだけ大容量のデータを蓄積するとなると、ネッ
トワークや NAS、あるいは SD カードヘの負荷が増
大し、トラブルを引き起こす原因にもなる。この課
題に対し EMC では、従来型 NAS の代わりにスケー
ルアウト型 NAS を採用することで対応している。
　同社のビデオ監視ソリューションは、自社のスケー
ルアウト型 NAS 製品 ｢EMC lsilon（アイシロン）｣ と、
カナダ企業ジェネテックのビデオ監視ソフトウェア
｢Security Center Omnicast｣ を組み合わせて提供する。
　　

　スケールアウト型 NAS は、従来の NAS のように
｢NAS コントローラ｣ が分離しておらず、ディスク装
置の各筐体（ノード）にネットワークやCPU処理、デー
タ保護、ファイルシステムなど NAS コントローラが
提供する機能を内蔵する。これにより、容量が不足
してノードを追加すると、ネットワークや CPU、メ
モリも同時に増設され､ ディスク容量を追加すると
きもダウンタイムが発生せず、60 秒以内で追加でき
る。また、ストレージエリアを分けることなく最大
20PB（1 ペタバイト=1024 テラバイト）まで1 つのファ
イルシステムとして扱えるため、大容量でも容易に
管理できる。
　これに対し、MOBOTIX のネットワークカメラは
本体内部に録画や画像の生成 / 圧縮処理などを行う
機能を搭載していることで、｢汎用的な NAS でも十
分に対応できます｣ と MOBOTIX  JAPAN 代表の戸
田敬樹氏は言う。
　他方､ 録画データを NAS ではなく、iSCSI（ア

EMCジャパンのスケールアウト型 NAS「EMC lsilon（アイシロ
ン）｣は、60秒以内とスピーディにディスク容量を追加できる

高機能でありながら安価になったことで、ネットワークカメラの
普及が加速している（写真は MOBOTIXの全方位 IPカメラ
｢Hemispheric Camera Q24｣）
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イスカジー : 記億装置とコンピュータの通信に使う
SCSI コマンドを IP ネットワーク経由で送受信するた
めの規格）に保存するのが、Bosch のネットワークカ
メラだ。
　店舗プランニング・IP ソリューション事業部セー
ルスエンジニアの小竿陽平氏は ｢iSCSI は、1 個の筐
体にハードディスクを追加していくようなイメージ
で簡単に容量を増やすことができます｣ と説明する。
これにより、最大 20 万台のカメラを一括管理するこ
とが可能であり、最大 1PB もの大容量録画データを
1つで管理できる。小竿氏によると、大容量の録画デー
タを NAS に保存しようとすると個々の NAS にかか
る負荷が大きくなり、録画欠損などのトラブルを引
き起こす可能性があることから、iSCSI を選択したと
いう。

継続して高画質に録画
　第二の可用性について、NSK 物理セキュリティグ

ループ・プロダクトマネージャーの丹野清人氏は「高
画質の映像を途切れることなく、長時間継続して録
画したいとの要望が多く寄せられています｣ と話す。
　同社はデンマークのマイルストーン・システムズ
の IP 監視カメラシステム ｢Milestone XProtect｣ の
正規販売代理店として、カメラの規模や機能の種類
に応じて 7 種類のラインナップを扱う。このうち
｢Xprotect Corporate｣ は、管理カメラ数やサーバー、
クライアント接続数、録画映像の保存日数が無制限
で最上位モデルに位置づけられる。
　この xprotect Corporate は、録画サーバーがダウン
したりメンテナンスの際、待機サーバーが自動的に
代替録画し、障害が回復すると映像を移動処理する
｢フェイルオーバー｣ 機能や、通信が遮断されるなど
の理由で映像が受信できなくなった場合、カメラ内
部の SD カードに映像を蓄積し、通信回復後にその映
像をダウンロードして蓄積する ｢エッジストレージ｣
機能を備える（図表2、3）。

（図表2）フェイルオーバー機能の概要

（図表3）エッジストレージ機能の概要
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　大容量 ･ 高画質映像によるネットワーク負荷の増
大が招くトラブルが懸念される中では、有効な対策
といえるだろう。

誤検出を大幅に低減
　第三の動体検知は、人や物などの対象物が動いた
ときに自動的に録画する機能を指す。
　MOBOTIX は 2013 年 に 独 自 の 動 体 検 知 技 術
｢MxActivitySensor｣ を開発した。これは、検出範囲
内における人や車などの意図的な動きを検出する一
方、雨や雪、樹木の動きなどアラームとは無関係な
画像の変化を区別し、有意な動きのみに反応して動
作方向を矢印で示すというものだ。
　これまでの動体検知技術は、強風が吹いて樹木が
揺れたり、雲が流れるだけで誤って反応していたが、
そうした誤検出を大幅に減らすことができるという。
　EMC の Isilon ビデオ監視ソリューションも動体検
知機能を標準で搭載しており、それが競合製品との
差別化の 1 つとなっている。
　東京 ･ 新宿にある EMC ジャパンのオフィス受付に
設置されている監視カメラも動体検知に対応してお
り、次の写真はその録画画像だ。

　画面下部の白い横線は動体検知に対応している状
態で、人が入ってくると、それを検知して緑色に表
示する。録画映像を再生する際、この緑色の付箋部
分を選択すれば、人の動きがあった部分の映像だけ
をピックアップして見ることができる仕組みだ。
　アナログカメラの映像は、過去の映像を確認しよ
うとすると、録画映像をすべて目視で確認しなけれ
ばならなかった。そうした手間が省けることは、ネッ
トワークカメラならではの機能といえるだろう。
　そしてスマートデバイスヘの対応だが、不法侵人
があった際にカメラの検知機能からのアラームを手
元の端末で受信したり、遠隔でドアを解錠すること
が可能になる。 PC で管理するよりも利便性がさらに
高まることから、ネットワークカメラの普及に一役

買いそうだ。

画像解析をマーケティングに活用
　なお、ネットワークカメラの普及は、利用シーン
の拡大にも一役買っている。
　アナログカメラと同様、ネットワークカメラも導
入目的はセキュリティ対策が圧倒的に多いが、遠隔
監視や画像解析といったネットワークカメラならで
はの機能活用を目的とした導入も広がっている。
　例えば、国宝級の仏像が置かれている寺院や、太
陽光発電のソーラーパネルの周辺など、窃盗 ･ 盗難
事件が頻発している場所での防犯対策として、ある
いは原子力発電所における不審者の侵人防止対策と
して監視カメラを設置し、遠隔から監視するケースだ。
　また、一部のカメラでは人数カウントなどの画像
解析機能を搭載しており、それをマーケティングに
活用する動きも見られる。
　画像解析には、画像内にラインを設定し、人の方
向から出入りした人数を継続する機能などがあり、
POS データから得られる販売データと組み合わせて
販売力強化につなげる取り組みが小売業などで行わ
れている。

　

　 

　また、アナログからデジタルヘの移行は、販売チャ
ネルにも変化をもたらす。
　従来は主にセキュリティ関連の SIer が販売を担っ
てきたが、ネットカメラが主流になることで、IP 製
品の扱いに慣れている IT 系の SIer などヘも販売チャ
ネルが拡大することが予想される。

Boschの映像解析機能は、画面上に引いたラインを通過した人や
車をカウントすることができる

（出典 :テレコミュニケーション January 2014）
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■製品概要
ビジネス向けワイヤレス LAN アクセスポイン

ト『WNAP320』は、2.4GHz IEEE802.11n 対応により
高速かつ広範囲な無線環境を実現します。セキュリ
ティも､ WPA2 および 802.1x 認証対応で、企業、病
院、学校などのワイヤレス接続に適しています。ま
た PoE 受電対応のため、電源工事をする必要はなく
設置コストも抑えられます。電波の届きにくいエリ
アでも、搭載された WDS 機能により、WNAP320 間
をブリッジ接続／リピーター接続させることでデッ
ドスポットを解消できます。さらに、壁掛けキット
および AC 電源アダプターが標準で付属し、余計な
追加コストがかかりません。保証はライフタイム保
証ですので、長期間安心して製品を使用することが
可能です。

■発売記念バンドルキャンペーンを開始！
　『WNAP320』の発売を記念して、ワイヤレス LAN
コントローラー ｢WC7520｣ 1 台に対してワイヤレス
LAN アクセスポイント ｢WNAP320｣ 10 台を無償で
提供するバンドルキャンペーン（数量限定）を実施
しており、オフィスのワイヤレス LAN を安全で決適
な環境に一新する絶好の機会となっています。

■高速で、広範囲、かつ高いセキュリティ性を備え
たワイヤレスアクセスポイント
WNAP320 は 802.11n に対応し、従来の 802.11g の

15 倍のスピード（スループット *300Mbps）で 10 倍
のカバレッジを実現する 2.4GHz シングルバンド ･ ワ
イヤレス LAN アクセスポイントです｡ WDS 機能搭
載により､ WNAP320 間でブリッジ接続／リピーター
接続が可能なため、さらに広範囲なワイヤレスエリ
アを実現でき、デッドスポット解消にも貢献します。
また、セキュリティ性も WPA2 対応、不正 AP 検
出機能搭載、802.1X RADIUS 認証対応により、企業、
病院、学校などでワイヤレス接続を行うのに適して
います。

■イニシャルコスト、ランニングコスト、そして追
加コストの削減にも配盧
PoE 受電対応により設置の際に電源工事が不要で

すので、イニシャルコストが抑えられ、かつ 5.8W と
低消費電力なためランニングコストも抑えられます。
さらに、AC 電源と壁掛けキットが標準で付属してい
るため、PoE 給電機器がない場合や、天井や壁面に
本器を設置したい場合にも追加のコストをかける必
要がありません。

また WNAP320 はスタンドアロン使用だけでなく、
ワイヤレスコントローラー（WC7520）にも対応して
いるため、コントローラー導入時に新たにアクセス
ポイント自体を買い替える必要はありません。

■ワイヤレスコントローラーとセットで使用すれば、
複数台を一括管理
NETGEAR ワイヤレスコントローラー ｢WC7520｣

とセットで使用すれば、WC7520 にはフロアに必要
なワイヤレスアクセスポイントの数を自動計算する
オートプランニング機能や、管理しているアクセ
スポイントのカバレッジエリアを表示するヒート
マッピング機能といった独自の機能に加え、負荷分
散やローミング機能を備えているため、複数台の
WNAP320 を一括管理することができ（WC7520 1 台
あたり 20 台、追加ライセンス購入で 50 台まで、スタッ

新製品・新サービス

高速で広範囲な無線環境を実現したワイヤレスＬＡＮアクセスポイント

『ＷＮＡＰ３２０』（ＮＥＴＧＥＡＲ）
ネットギアジャパン合同会社（所在地：東京都中央区、代表：杉田哲也、以下NETGEAR）は､ ビジネス向けワ
イヤレスLANアクセスポイント｢WNAP320｣を2013年11月に販売開始しました。

シングルバンド ワイヤレス LANアクセスポイント
『WNAP320』
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キングにより最大 150 台まで）、より簡単にワイヤレ
スアクセスポイントを管理することが可能です。

■スタイリッシュな外観で、取付けも簡単
アンテナ内蔵で流線型のスタイリッシュな外観は、

見た目に邪魔にならず、オフィス、病院、学校等あ
らゆる環境に馴染みます。また取付けも簡単に行え
ます。

■自信の ｢ライフタイム保証｣
『WNAP320』は ｢ライフタイム保証｣ で、お買い上
げいただいたお客様が製品をお持ちの間は期間を定
めず、ハードウェア故障に対する保証をご提供しま
すので、長期にわたって安心して製品をご利用いた
だけます。詳しくは下記をご覧ください。

http://www.netgear.jp/support/info/lifetimewarranty.
html
※電源は 2 年間の保証となります。

■ワイヤレスLANソリューションの事例
各フロアーに PoE スイッチを設置し、ワイヤレス

LAN アクセスポイントに電源を供給。ワイヤレス
LAN コントローラーで集中管理。 

■製品情報
製品名 製品番号 定価（税込）
WNAP320 WNAP320-100JPS ￥43,200

■製品ページ
http://www.netgear.jp/products/details/WNAP320.
html

■キャンペーン詳細
http://www.netgear.jp/campaign/wireless-bundle.
html

■お問い合わせ先
NETGEAR 営業部 　
TEL：（03）3538-2600 　FAX：（03）3538-2601 
E-mail：info@netgear.jp 
〒 104-0031 東京都中央区京橋 3-7-5 

　　　　　　 京橋スクエア 8F 
受付時間：平日 9:00 － 17:00 
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　〒460-0011　
　　名古屋市中区大須4-15-12　福利会館ビル
　　TEL◆（052）241-1989
　　FAX◆（052）261-2177
　　ITCA-IP phone◆050-3360-3591
　　E-mail◆toukai@itca.or.jp
　　HP◆http://www.itca.or.jp/toukai/

お願い
☆近隣に有料駐車場がありますが、公共交通機関の
　ご利用をお願いします。

●交　通　
　（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
　◎JR名古屋駅桜通口から
　　ミッドランドスクエア方面　徒歩5分
　◎ユニモール地下街　5番出口　徒歩2分

情報通信月間参加行事 第１1回情報通信機材展

「最新ＩＣＴが集結！情報ネットワークの総合展示会」

５月１５日（木）10：00～18：00１６日（金）10：00～17：00

愛知県産業労働センター「ウインクあいち」６階展示場

（一社）情報通信設備協会　東海地方本部

入　場　無　料

一般社団法人  
情報通信設備協会  東海地方本部

会期

会場

主催

　情報通信機器及び材料が急速に進化するなかで、クラウド社会に向けて「最新ＩＣＴが集結！
情報ネットワークの総合展示会」をサブテーマとして、次世代の情報通信技術に留まらず通信・光
ネットワーク、セキュリティ、ＣＯ2削減、省エネ機器、eco化等環境対策ソリューション、ＩＴ製品やその技
術及び経費削減化など、この展示会を通してより多くの商品及び情報を一同に展示し、業界関係
者・ユーザー等ご来場の皆様方に情報収集の有意義な場をご提供します。

５月１５日（木）
１１：００～１２：００
[先着１００名]

特別講演・受講無料 「情報通信行政の最近の動向」
総務省　東海総合通信局　情報通信部長

三井　一幸氏

「はやぶさ」を成功に導いた情報通信技術の
その後・パートⅡ
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ） 宇宙科学研究所

久保田　孝教授

Ｓ１

K１
基調講演・受講無料

５月１５日（木）
１３：３０～１５：００
[先着１００名]

●連絡先

出展社
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

アライドテレシス㈱
NTT西日本グループ
ＮＴＴレンタル・エンジニアリング㈱
FXC㈱
エフビットコミュニケーションズ㈱
ＯＫＩ
兼松コミュニケーションズ㈱東海支店
河村電器産業㈱
㈱サンコーテレコム
三和電気工業㈱
昭和電線ケーブルシステム㈱・冨士電線㈱
住友スリーエム㈱
星和電機㈱
東京通信機工業㈱

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

東名通信工業㈱
ナカヨ電子サービス㈱
日東工業㈱
日本テレガートナー㈱
日本製線㈱
㈱白山製作所・白山商事㈱
㈱八光電機製作所
パンドウイットコーポレーション日本支社
㈱ピーエスアイ
㈱日立システムズ
フルーク・ネットワークス
マサル工業㈱
未来工業㈱
㈱渡辺製作所

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

朝日電気工業㈱
ＩＤイチデン（一宮電話興業㈱）
三友電子㈱
㈱シンワテック
第一電話設備㈱
㈱テレコムメイワ
東海通信工業㈱
双海電設㈱
サンテレホン㈱
ダイコー通産㈱
㈱髙文
総務省東海総合通信局
(一財)日本データ通信協会（協賛出展）
(一社)情報通信設備協会東海地方本部

出展社セミナー 受　講　無　料

５月16日（金）

13:00

～

14:00

11:00

～

12:00

時間
日程

14:30

～

15:30

各セミナー定員50名

アンケート
に

ご回答いた
だいた方の

中から

当日抽選で

「ドライブ
レコーダー

」、

「ＲＣヘリ
コプター」

が当たる！

ＬＡＮ配線の市場動向とかんたん電源監視ソリューション
パンドウイットコーポレーション日本支社

ネットワークにおける仮想化技術のご紹介
ネットワークを一元管理u-VCFのご紹介

アライドテレシス㈱

光ファイバーＬＡＮ配線におけるOTDRの活用
フルーク・ネットワークス

情報通信システム・ネットワーク・情報通信機材の総合展

※展示場（6F）の総合受付を済ませてから講演をお聞き下さい。特別講演、基調講演会場は11階1101号室です。
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5

ユニモール地下街 5番出口

［後　援］総務省東海総合通信局、名古屋商工会議所

［協　賛］情報通信月間推進協議会、(一財)日本データ通信協会 東海支部

［協　力］情報通信設備協会青年部、サンテレホン㈱、ダイコー通産㈱、㈱髙文

その他防災
グッズ等が当

たります。
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　　TEL◆（052）241-1989
　　FAX◆（052）261-2177
　　ITCA-IP phone◆050-3360-3591
　　E-mail◆toukai@itca.or.jp
　　HP◆http://www.itca.or.jp/toukai/
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☆近隣に有料駐車場がありますが、公共交通機関の
　ご利用をお願いします。

●交　通　
　（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
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ネットワークにおける仮想化技術のご紹介
ネットワークを一元管理u-VCFのご紹介

アライドテレシス㈱

光ファイバーＬＡＮ配線におけるOTDRの活用
フルーク・ネットワークス

情報通信システム・ネットワーク・情報通信機材の総合展
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グッズ等が当

たります。
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１．日　時
　平成 26 年 6 月 11 日（水）　午後 3 時 00 分から　

２．場　所
　メルパルク東京　4 階　孔雀の間
　港区芝公園 2-5-20　　　電話 03-3433-7210
　http://www.mielparque.jp/tky/tky01.html

３．次　第　
　第 60 回定時総会
　議案　（1）平成 25 年度事業報告
　　　　（2）平成 25 年度決算報告

　　　　　平成 25 年度監査報告
　　　　（3）平成 26 年度事業計画
　　　　（4）平成 26 年度予算
　　　　（5）役員選任の件
　　　　（6）その他

４．懇親パーティー　
　午後 5 時 30 分から　5 階　瑞雲の間

会員とご来賓皆様の情報交換の場として、総会後、
引き続き懇親パーティーを開催いたしますので、
奮ってご参加をお願いいたします。

５．お願い
総会の成立には、定款第 17 条により正会員の過半
数の出席（または委任状）が必要です。総会にご
出席いただけない場合は、4 月下旬にお送りしまし
た「第 60 回定時総会のご案内」に同封の「委任状」
にご署名、ご押印の上、5 月 21 日（水）迄にご返
送くださいますようお願いいたします。

６．問合せ先
　一般社団法人情報通信設備協会　事務局
　電話 03-5640-6508　　　http://www.itca.or.jp

７．会場案内図　
 　　 

平成26年度定時総会（第60回）のご案内

　一般社団法人情報通信設備協会の第 60 回定時総会を下記のとおり開催いたしますので、会員の皆様には多数
のご出席をお願いいたします。

　協会本部総会に先立ち、各地方本部の定時総会を次のとおり開催いたしますので、会員の皆様には地方本部総
会へのご出席も、よろしくお願いいたします。
　なお、詳細につきましては各地方本部からご案内いたします。

地方本部 月日 開会時間 会場 住所
関　東 5/12（月） 14:30 メルパルク東京 港区芝公園 2-5-20
信　越 6/  6（金） 15:00 チサンホテル新潟 新潟市中央区笹口 1-1
東　海 5/29（木） 14:30 ローズコートホテル 名古屋市中区大須 110-17
北　陸 5/23（金） 17:00 のと楽 七尾市石崎町香島 1-14
関　西 5/22（木） 14:30 中央電気倶楽部 大阪市北区堂島浜 2-1-25
中　国 5/23（金） 14:30 メルパルク広島 広島市中区基町 6-36
四　国 5/23（金） 16:00 ホテル JAL シティ松山 松山市大手町 1-10-10
九　州 5/16（金） 16:00 タカクラホテル福岡 福岡市中央区渡辺通 2-7-21
東　北 5/22 （木） 15:00 ハーネル仙台 仙台市青葉区本町 2-12-7
北海道 5/29 （木） 16:00 ホテルノースシティ 札幌市中央区南 9 条西 1 丁目

平成26年地方本部総会開催日程
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平成26年度本部研修のご案内

１．研修別開催日程及び会場

　平成 26 年度の本部研修を次のとおり開催いたします。情報通信端末技術の基礎である LAN 技術者の育成と
スキルの向上を図るため、25 年度の受講者や会員企業様のご意見ご要望を反映させて内容の充実を図りコース
を設定いたしましたので、多数の皆様の受講をお願いいたします。

■ 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認定試験）
開　催　日　程 募集人員 開催地 会　場

平成 26 年 4 月  8 日（火）〜  9 日（水） 20 名 大　阪 中央電気倶楽部
平成 26 年 5 月 15 日（木）〜 16 日（金） 10 名 広　島 中特会館
平成 26 年 6 月 10 日（火）〜 11 日（水） 10 名 福　岡 九州沖通信機株式会社
平成 26 年 6 月 25 日（水）〜 26 日（木） 10 名 札　幌 NTT 北海道セミナーセンタ
平成 26 年 7 月 2 日（水）〜 3 日（木） 10 名 松　山 NTT 西日本－四国愛媛支店　別棟
平成 26 年 7 月 8 日（火）〜 9 日（水） 10 名 岡　谷 丸登電業株式会社
平成 26 年 7 月 23 日（水）〜 24 日（木） 10 名 仙　台 仙台青葉カルチャーセンター
平成 26 年 9 月 4 日（木）〜 5 日（金） 10 名 金　沢 金沢流通会館
平成 26 年 9 月 10 日（水）〜 11 日（木） 20 名 名古屋 愛知県産業労働センター〈ウインクあいち〉
平成 26 年 12 月 3 日（水）〜 4 日（木） 20 名 東　京 情報通信設備協会

■ 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 2014 資格認定試験）
開　催　日　程 募集人員 開催地 会　場

平成 26 年 5 月 29 日（木）〜 30 日（金） 20 名 大　阪 中央電気倶楽部
平成 26 年 6 月 4 日（水）〜 5 日（木） 20 名 東　京 情報通信設備協会
平成 26 年 6 月 18 日（水）〜 19 日（木） 10 名 広　島 中特会館
平成 26 年 7 月 16 日（水）〜 17 日（木） 10 名 福　岡 九州沖通信機株式会社
平成 26 年 8 月 20 日（水）〜 21 日（木） 10 名 松　山 NTT 西日本－四国愛媛支店　別棟
平成 26 年 9 月 25 日（木）〜 26 日（金） 10 名 札　幌 NTT 北海道セミナーセンタ
平成 26 年 10 月 9 日（木）〜 10 日（金） 10 名 金　沢 金沢流通会館
平成 26 年 10 月 22 日（水）〜 23 日（木） 20 名 名古屋 愛知県産業労働センター〈ウインクあいち〉
平成 26 年 10 月 29 日（水）〜 30 日（木） 10 名 仙　台 仙台青葉カルチャーセンター
平成 27 年 1 月 27 日（火）〜 28 日（水） 20 名 東　京 情報通信設備協会

■無線 LAN 研修
開　催　日　程 募集人員 開催地 会　場

平成 26 年 5 月 28 日（水） 10 名 大　阪 中央電気倶楽部
平成 26 年 6 月 6 日（金） 10 名 東　京 情報通信設備協会
平成 26 年 9 月 12 日（金） 10 名 名古屋 愛知県産業労働センター〈ウインクあいち〉
平成 26 年 10 月 3 日（金） 10 名 静　岡 JR 静岡駅ビル〈パルシェ会議室〉
平成 26 年 12 月 5 日（金） 10 名 東　京 情報通信設備協会

開催地 会　　場 所　在　地
東　京 情報通信設備協会 中央区日本橋茅場町 2-17-7　第 3 大倉ビル
信　越 丸登電業㈱会議室 岡谷市天竜 3-9-1
名古屋 愛知県産業労働センター〈ウインクあいち〉 名古屋市中村区名駅 4-4-38
静　岡 JR 静岡駅ビル〈パルシェ会議室〉 静岡市葵区黒金町 49
金　沢 金沢流通会館 金沢市問屋町 2-61
大　阪 中央電気倶楽部 大阪市北区堂島浜 2-1-25
広　島 中特会館 広島市中区幟町 3-57
松　山 NTT 西日本－四国愛媛支店　別棟 松山市一番町 4-3
福　岡 九州沖通信機株式会社　会議室 福岡市南区井尻 4-28-18
仙　台 仙台青葉カルチャーセンター 仙台市青葉区一番町 2-3-10
札　幌 NTT 北海道セミナーセンタ 札幌市中央区南 22 条西 7 丁目

■会場所在地



22

　平成 26 年度技術資格認定研修「LAN ネットワーク
技術者研修」並びに「情報ネットワークプランナー」
資格認定試験を下記のとおり実施します。

※「情報ネットワークプランナー」資格取得者は、平
成21年に協会が創設した「LAN認定制度」の適合条
件の一つである「情報ネットワークプランナーマス
ター」の資格認定試験が受験できる「LAN実機トレー
ニング研修」の受講対象者になります。

１．目的及び内容
　イーサネットや TCP/IP 等に関わる初歩的な技術を
習得し、ネットワークに従事する初級エンジニアの養
成を目指します。

２．対象者
　IP 系基礎技術の習得を目指す方を対象とします。

５．資格試験と問題の形式
①認定資格：情報ネットワークプランナー
②問題形式：択一方式で筆記試験を実施し、問題数

70％以上の正解者を合格とします。

６．受講料
受講料（認定試験料・資格認定料を含む）　
　会　員　24,840 円（税込）

非会員　35,640 円（税込）
※受講料および認定料の払込み後の返還は出来ませ

ん。

７．申込受付期間
　受付期間：各開催日の 2 週間前まで
　※受付期間を過ぎた場合は事務局にご相談ください。

※受講者が定員に満たない場合は研修を中止することが
あります。

８．申込方法
　申込書に必要事項をご記入のうえ、郵送又は FAXで
お送りください。
　①郵  送　
　　〒 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 65honbu@itca.or.jp
　② FAX　03-5640-6599

９．受講案内の送付
　申込受付後、受講案内書及び受講料振込用「払込取
扱票」を送付いたします。

10．受講料の払込
　払込取扱票を受け取り後、郵便局で振込んでください。

11．受講時に提出するもの
　6 ヶ月以内に撮影した顔写真を 1 枚（カラー、無帽、
正面、上三分身、無背景、枠無し、縦 4cm ×横 3cm）
を用意し、裏面に氏名を記入の上、受講時に提出して
ください。

12．試験結果の通知
試験結果は、全受験者に 1 ヶ月以内に郵便で通知し

ます。

13．認定証の発行
認定証は、約１ヶ月で合格者に郵送いたします。

※本件の個人情報は、研修及び資格試験・更新のご案
内ご連絡のみに使用いたします。

区　別 9:00 〜 12:00 13:00 〜 17:00

第 1 日
・2、16 進数　
・OSI 参照モデル
・Eternet　　 
・MAC アドレス

・TCP/IP の概要　
・プロトコルの機能（IP、
　ARP、TCP、UDP 等）
・IP アドレッシング

第 2 日
・ポート番号
・TCP/IP ユーティ
　リティ（ping、　　
　ipconfig、arp 等）

・ネットワーク機器
  （L2 スイッチ、無線 LAN、
   ルータ）
・認定試験　16:00 〜

３．研修カリキュラム

４．開催地・開催日時・募集人員
開催地 開　催　日 試験日時 募集人員

東　京 平成 26 年
12 月  3 日（水）〜  4 日（木）

  4 日（木）
16:00 20 名

信　越 平成 26 年
 7 月  8 日（火）〜  9 日（水）

  9 日（水）
16:00 10 名

名古屋 平成 26 年
 9 月 10 日（水）〜 11 日（木）

11 日（木）
16:00 20 名

金　沢 平成 26 年
 9 月  4 日（木）〜  5 日（金）

  5 日（金）
16:00 10 名

大　阪 平成 26 年
 4 月  8 日（火）〜  9 日（水）

  9 日（水）
16:00 20 名

広　島 平成 26 年
 5 月 15 日（木）〜 16 日（金）

16 日（金）
16:00 10 名

松　山 平成 26 年
 7 月  2 日（水）〜  3 日（木）

  3 日（木）
16:00 10 名

福　岡 平成 26 年
 6 月 10 日（火）〜 11 日（水）

11 日（水）
16:00 10 名

仙　台 平成 26 年
 7 月 23 日（水）〜 24 日（木）

24 日（木）
16:00 10 名

札　幌 平成 26 年
 6 月 25 日（水）〜 26 日（木）

26 日（木）
16:00 10 名

２．平成 26 年度 LAN ネットワーク技術者研修のご案内（情報ネットワークプランナー資格取得）
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　平成 26 年度技術資格認定研修「LAN 実機トレーニン
グ研修」並びに「情報ネットワークプランナーマスター
2014」資格認定試験を下記のとおり実施します。

※「情報ネットワークプランナーマスター」資格は、お客様
に安心・安全で信頼あるLANの施工・保守・運用サービス
を提供する会員企業を認定するため平成21年に協会が創設
した「LAN認定制度」の適合条件の一つとなっています。

１．目的及び内容
　LAN スイッチ（L2/L3）とブロードバンドルータを利
用したハンズオンセミナーです。インターネットマンショ
ンや企業ネットワーク等を想定した構築の基本を習得で
きます。
　今年度より冗長技術（スパニングツリー）も取り入れ
ています。
【使用機材】
※ L2/L3 スイッチ　アライドテレシス　CentreCOM9424T
　　　　　　　　　 Cisco　Catalyst3560-12PC
※ブロードバンドルータ　YAMAHA　RT107e

２．対象者
　情報ネットワークプランナー資格取得者。
　または、IP 系基礎技術習得者並びに同等の知識がある
方を対象とします。
　なお、実習では Ping、Teraterm などのツールの他 IP
アドレスなどネットワーク設定を行いますので、その知
識を有した方が望ましい。

５．資格試験と問題の形式
①認定資格：情報ネットワークプランナーマスター

2014
②問題形式：択一方式で筆記試験を実施し、問題数

70％以上の正解者を合格とします。
６．受講料

受講料（認定試験料・資格認定料を含む）　
　会　員　35,640 円（税込）
　非会員　51,840 円（税込）
※受講料の払込み後の返還は出来ません。

７．申込受付期間
　受付期間：各開催日の 2 週間前まで
　※受付期間を過ぎた場合は事務局にご相談ください。

※受講者が定員に満たない場合は研修を中止することがあり
ます。

８．申込方法
　申込書に必要事項をご記入のうえ、郵送又は FAXでお
送りください。
　①郵  送　
　　〒 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 65honbu@itca.or.jp
　② FAX　03-5640-6599
９．受講案内の送付
　申込受付後、受講案内書及び受講料振込用「払込取扱票」
を送付いたします。
10．受講料の払込
　払込取扱票を受け取り後、郵便局で振込んでください。
11．受講時に提出するもの
　6 ヶ月以内に撮影した顔写真を 1 枚（カラー、無帽、正面、
上三分身、無背景、枠無し、縦 4cm ×横 3cm）を用意し、
裏面に氏名を記入の上、受講時に提出してください。
12．試験結果の通知

試験結果は、全受験者に 1 ヶ月以内に郵便で通知します。
13．認定証の発行

認定証は、約１ヶ月で合格者に郵送いたします。

※本件の個人情報は、研修及び資格試験・更新のご案
内ご連絡のみに使用いたします。

４．開催地・開催日時・募集人員
開催地 開　催　日 試験日時 募集人員

東　京
平成 26 年
  6 月  4 日（水）〜  5 日（木）

  5 日（木）
16:00 20 名

平成 27 年
  1 月 27 日（火）〜 28 日（水）

28 日（水）
16:00 20 名

名古屋 平成 26 年
10 月 22 日（水）〜 23 日（木）

23 日（木）
16:00 20 名

金　沢 平成 26 年
10 月  9 日（木）〜 10 日（金）

10 日（金）
16:00 10 名

大　阪 平成 26 年
  5 月 29 日（木）〜 30 日（金）

30 日（金）
16:00 20 名

区　別 実習機器 内　　容

第 1 日

アライドテレシス
CentreCOM9424T
Cisco　
Catalyst3560-12PC

Ｌ２スイツチ
　・スイッチの動作原理　
　・ポートベースＶＬＡＮ　
　・マルチプルＶＬＡＮ
　・Ｔａｇ－ＶＬＡＮ
ルーティング
　・ルーティング概要

第 2 日

アライドテレシス
CentreCOM9424T
Cisco　
Catalyst3560-12PC

L3 スイッチ
　・IP ルーティング　
　・フィルタリング
冗長技術
　・リンクアグリゲーション
　・スパニングツリープロトコ
　　ル
総合演習
　・認定試験　16:00~

３．研修カリキュラム

広　島 平成 26 年
  6 月 18 日（水）〜 19 日（木）

19 日（木）
16:00 10 名

松　山 平成 26 年
  8 月 20 日（水）〜 21 日（木）

21 日（木）
16:00 10 名

福　岡 平成 26 年
  7 月 16 日（水）〜 17 日（木）

17 日（木）
16:00 10 名

仙　台 平成 26 年
10 月 29 日（水）〜 30 日（木）

30 日（木）
16:00 10 名

札　幌 平成 26 年
  9 月 25 日（木）〜 26 日（金）

26 日（金）
16:00 10 名

３．平成 26 年度 LAN 実機トレーニング研修のご案内（情報ネットワークプランナーマスター 2014 資格取得）
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　平成26年度無線LAN研修を下記の通り実施します。

１．目的及び内容
　近年 IEEE802.11n の実用化で高速化が実現された
事やスマートデバイスを内線電話として利用するな
ど、ネットワーク内に無線 LAN を導入する需要が高
まってまいりました。
　そこで、無線 LAN の構成やアクセスポイントの
設定方法および無線端末（ノート PC）の設定を含め、
基本的な知識や技術を、実習を通じて習得します。
　無線 LAN を初めて学ぶ初心者に適しています。
【使用機材】
※バッファロー　
　WAPS-APG600H（または同等機種）

　※その他、ノート PC、L2 スイッチなど

３．対象者
　「情報ネットワークプランナー」資格取得者または
同等の知識を有した方を対象とします。

（前提知識：ネットワーク全般や TCP/IP に関する基
礎的な知識を有する方）

５．受講料
受講料　会員及び非会員　16,200 円（税込）
受講料の払込み後の返還は出来ません。

６．申込受付期間
　受付期間：各開催日の 2 週間前まで

※受付期間を過ぎた場合は事務局にご相談くださ
い。

※受講者が定員に満たない場合は研修を中止すること
があります。

７．申込方法
　申込書にご記入のうえ、郵送又は FAXでお送りく
ださい。
　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
　② FAX　  03-5640-6599

８．受講案内の送付
　申込受付後、受講案内書、受講料振込用「払込取
扱票」を送付いたします。

９．受講料の払込
　払込依頼票を受け取り後、郵便局に振込んでくだ
さい。

※本件の個人情報は、研修及び資格試験・更新のご
案内ご連絡のみに使用いたします。

区　別 9:00 〜 12:00 13:00 〜 17:00

第 1 日

・無線 LAN の構成要素
・IEEE802.11 規格
・アソシエーション
・チャネル
・SSID　
・暗号化

・端末 PC の設定　
・アクセスポイントの設定
・電波干渉とチャネル割　
・L2スイッチ Tag 機能を
 利用したマルチ SSID

２．研修カリキュラム

４．平成 26 年度無線 LAN 研修のご案内

４．開催地・開催日時・募集人員
開催地 開　催　日 募集人員

東　京
平成 26 年 6 月 6 日（金） 10 名
平成 26 年 12 月 5 日（金） 10 名

大　阪 平成 26 年 5 月 28 日（水） 10 名
名古屋 平成 26 年 9 月 12 日（金） 10 名
静　岡 平成 26 年 10 月 3 日（金） 10 名
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　電気通信事業法第 71 条では、公衆回線や CATV
の通信回線に接続する端末設備の接続及び配線工事
や実地監督は、｢工事担任者（工担者）｣ という国家
資格の専門家が実施しなければならないと規定して
います。
　そのため、情報通信設備協会では従来から「①分
界点に関係する工事等については、法律に基づき安
全性を確保しながら国家資格の専門家（工事担任者）
が実施しなければならない、②宅内設備については、
企業や個人が安全性を自主的に確保し機器を接続し
なければならない」として、分界点以降における企
業の複雑な通信システムや ICT・情報の活用等は、
その企業から依頼を受け、会員企業の工事担任者が
代理となって設計 ･ 設置等の各種管理 ･ サポートや
アドバイスを行うよう、ガイドブック「中堅・中小
企業の ICT・情報活用とは〜情報通信システム保守
サービスのすすめ〜」を発行し配布するなど、保守
契約の取組みを進めてまいりました。

電気通信事業法第71条（工事担任者による工事
の実施及び監督）
利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接
続する時は、工事担任者資格者証の交付を受け

ている者（以下「工事担任者」という。）に、当
該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係
る工事を行わせ、又は実地に監督しなければな
らない。ただし、総務省令で定める場合は、こ
の限りではない。

　関東地方本部では、「現場で使える［保守契約の手
引き］が欲しい」との会員の声を受け、平成 20 年
から茨城県支部会員と関東地方本部組織委員会メン
バーにより、保守ガイドブック作成に向けて作業を
続けてまいりましたが、この度、「電話保守契約のす
すめ〜企業通信システム維持管理のガイドライン〜」

（A4 版、8 ページ）が完成し、保守契約を勧奨する際
のツールとして発行いたしましたのでご紹介いたし
ます。

　全国の会員の皆様もご利用できますので、お申込
み方法、価格等は下記へお問い合わせ願います。

［お問い合わせ先］
　 （一社）情報通信設備協会 関東地方本部　事務局
　TEL：03-5640-4761　　FAX：03-5640-6599
　E-mail：kanto@itca.or.jp
　URL：http://kanto.itca.or.jp/

関東地方本部で「電話保守契約のすすめ～企業通信システム維持管理のガイドライン～」を発行
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「電話保守契約のすすめ～企業通信システム維持管理のガイドライン～」
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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 ㈱つうけんアクティブ 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
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
0082 土佐通信システム㈱ 四国 088-883-0250
0083 NDS ㈱ 東海 http://www.nds-g.co.jp/ 052-263-2213

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、4月10日現在で78社が
認定されています。
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活動報告

平成25年度第2回総務委員会模様
１．日時　　　平成 26 年 2 月 12 日（水）　
　　　　　　　13 時 30 分〜 17 時
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　福島和義委員長、今井秀昭委員、
　　　　　　　松山仁委員、川口仁志委員
　　　　　　　岩本房幸専務理事
４．審議内容

（1）平成 26 年度理事定数及び監事候補について
（2）通常会員の入退会について
（3）委員会の統合及び委員会規則の一部改正について
（4）推薦基準の見直し及び業務運営規程の一部改正につ

いて
（5）事務局人事について
（6）その他

平成25年度第2回業務委員会模様
１．日時　　　平成 26 年 2 月 14 日（金）　
　　　　　　　13 時 30 分〜 17 時
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　大輪堅一委員長、久堀博副委員長、
　　　　　　　石田延章委員、恒川純次委員、
　　　　　　　吉川正明委員、藤川精二郎委員、
　　　　　　　福薗英智委員、新田事務局長（関西）、
　　　　　　　佐々木事務局長（東北）、
　　　　　　　笹原事務局長（北海道）
　　　　　　　岩本房幸専務理事
４．審議内容

（1）LAN 認定状況と 26 年度の取組み
（2）オフィスリンク取組み状況
（3）関東地方本部の取組み事例
　①マジックコネクト・モバイル
　②遠隔作業支援商品
　③メール誤送信防止・暗号化ソフトウエア
　④ゼロクライアントシステム
　⑤「電話設備の保守契約のすすめ」

（4）講演資料「情報通信ビジネスの将来展望と対応」
（5）タイ国 NEC 視察紹介（中国地方本部）
（6）その他
　　工事担任者資格関係

平成25年度第2回教育委員会模様
１．日時　　　平成 26 年 2 月 20 日（木）　
　　　　　　　13 時 30 分〜 17 時
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　田中秀明委員長、藤田義明副委員長、
　　　　　　　長谷川浩正委員、塚本豊委員、
　　　　　　　河内康志委員
　　　　　　　岩本専務理事
４．審議内容

（1）平成25年度研修実施状況及び平成26年度研修計画（案）

（2）工事担任者関係
（3）その他

平成25年度第2回広報委員会模様
１．日時　　　平成 26 年 2 月 25 日（火）　
　　　　　　　13 時 30 分〜 17 時
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　長田修一郎委員長、山田恭郎委員、
　　　　　　　野田義信委員、松山仁委員
　　　　　　　岩本専務理事
４．審議内容

（1）本部ホームページ更新状況
（2）「ITCA」発行状況
（3）「ITCA3 月号」編集会議
（4）会員名簿の発行
（5）その他
　　工事担任者資格関係

平成25年度第3回財務企画委員会模様
１．日時　　　平成 26 年 3 月 3 日（月）　
　　　　　　　13 時 30 分〜 17 時
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、福島和義委員、
　　　　　　　長田修一郎委員、田中優治委員、
　　　　　　　阿部准定委員、及川恒彦委員
　　　　　　　岩本専務理事
４．審議内容

（1）委員会の統合及び委員会規則の一部改正
（2）平成 25 年度決算見込み
（3）平成 26 年度事業計画書（案）
（4）平成 26 年度本部会費（案）
（5）平成 26 年度予算（案）
（6）会員拡大及び検討課題　
　　＜中期収支シュミレーション＞

（7）会員アンケート結果に対する取組み
（8）その他
　　工事担任者資格関係

平成25年度第2回委員長会議模様
１．日時　　　平成 26 年 3 月 5 日（水）　
　　　　　　　13 時 30 分〜 17 時
２．場所　　　協会会議室
３．出席者　　網谷駿介会長、井上剛毅理事長、
　　　　　　　長田修一郎副理事長（広報委員長）
　　　　　　　井上新一副理事長（財務企画委員長）、
　　　　　　　福島和義総務委員長、田中秀明教育委員長、
　　　　　　　大輪堅一業務委員長、
　　　　　　　岩本房幸専務理事
４．審議内容

（1）平成 25 年度第 4 回理事会議題審議について
（2）その他
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平成25年度第4回理事会模様
１．日時　　　平成 26 年 3 月 12 日（水）　
　　　　　　　13 時 30 分〜 17 時
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席理事　網谷駿介会長、井上剛毅理事長、
　　　　　　　長田修一郎副理事長、井上新一副理事長、
　　　　　　　岩本房幸専務理事、大輪堅一、樋口正仁、
　　　　　　　田中優治、森山孝、麓譲、阿部准定、
　　　　　　　及川恒彦、福島和義、鈴木潔、今井秀昭、
　　　　　　　長谷川浩正、松山仁、田中秀明、山田恭郎、
　　　　　　　藤田義明の各理事
　　出席監事　鈴木功一、渡邊秀治の各監事
４．網谷会長挨拶要旨
　IDC Japan では、2014 年はハードが落ち込む反面、IT
サービス、ソフトが伸びて、その結果成長ゼロと予測し
ている。パソコンは今後 10％以上の減が 3 〜 4 年続き、
特に 2014 年度は 5 〜 6 年に一度のハードウエアの谷間で
低調な年になるとしている。さらに、中小顧客の需要盛
り上がりは今年の後期となり、厳しい年になりそうであ
る。しかし、サービスやソフトの分野は成長が見込まれ、
最近では業務用アプリやビックデータ時代の到来で分析
ソフトが伸びている。
　協会は会員の減少が続き黄色信号が点いている。まず
は財務基盤をしっかりする事が第一であり、会員の確保・
拡大が喫緊の課題となっている。役員のみならず一般の
会員にも一声かけて必ず 1 割増加を達成していかなけれ
ばならない。そのためにも協会のミッションとメリット
を明確にしておく必要がある。
　協会の基幹事業は教育・研修、情報発信、会員交流で
あるが、昨年来キャリアやソフト・サービス会社とのア
ライアンス拡大にも力を入れている。すぐに利益に結び
付くまでには行かないが、会員がいろいろなサービスや
商材を自分の材料として持ち、その中から個々の顧客に
合ったものをチョイスしてソリューションし、お客様が
満足することに繋がればいい。会員がいろいろな材料を
使いこなすために、本部も微力ながら力を入れていく。
　また、工事担任者に関する課題については、総務省や
国交省に対して形骸化しないよう働きかけなければなら
ない。アライアンスを進めて会員のメリットをさらに高
めていくことと合わせて会員拡大に繋げたい。
５．井上理事長挨拶
　本日の理事会は、26 年度の事業計画を中心に、会員拡
大など重要な議題を審議するが、特に財務は厳しい状況
が続いており、会員の拡大と退会防止が急務となってい
る。各地方本部においても役員を中心に「一声運動」を
お願いしたい。
６．審議模様

（1）平成 26 年度理事定数及び監事候補について
　役員改選期である平成 26 年度の理事定数及び監事の推
薦について決定した。

（2）委員会の統合及び委員会規則の一部改正
　本部委員会組織の効率化を図るため、総務委員会と財
務企画委員会を統合して総務財務委員会とすることを決
定した。

（3）推薦基準の見直し及び業務運営規程の一部改正
　電気通信協会賞の推薦基準に地方本部役員を加えるこ
とを決定した。

（4）平成 25 年度研修実施状況及び平成 26 年度研修計画
（案）

　26 年度研修は、定員に満たない場合は原則として中止
する、受講料は消費税 8％を転嫁して見直す、助成金を
廃止する、冗長技術コースを廃止する、LAN 実機研修に
冗長技術研修の一部を繰入れことを決定した。

（5）会員名簿の発行
　26 年度の会員名簿は、掲載内容に「主な取引先」を追
加し、LAN 認定会員には「☆」印を表示し発行すること
を決定した。

（6）LAN 認定状況及び 26 年度の取組み
　26 年度の地方本部別目標認定数を決定した。

（7）会員アンケート結果に対する取組み
　情報発信の充実・会員交流の促進・研修セミナーの充実・
知名度の向上の 4 つを柱として、26 年度の各委員会の取
組みを決定した。

（8）平成 26 年度本部会費（案）
　26 年度の地方本部の本部会費分担率を決定した。

（9）平成 26 年度事業計画案及び予算案
　協会全体の 25 年度決算は赤字となり、地方本部も北陸
を除き赤字決算となる見込みであること、26 年度は、昨
年 8 月のアンケート結果を反映して、人材育成及び育成
の支援、各種情報の収集及び調査研究、行政機関との連
携及び関係諸団体との協力連携を柱とするが、26 年度は
通常会員の減少と研修受講者の減少により、25 年度に続
いて赤字予算となることを決定した。

（10）会員拡大及び検討課題
　このまま協会の赤字が続くと事業活動に重大な支障を
来たすことになるため、会員に役立つ事業の推進と合わ
せて、地方本部役員も含めた全役員による会員拡大運動
に取り組むことを決定した。

（井上理事長）
　シュミレーションでは、近い将来には破綻する地方本
部が出る。全役員がこの厳しい状況を認識し直ちに会員
増強に取り組まなければならない。また様々な効率化に
ついても協会全体の視点で検討願いたい。

（11）通常会員の入退会について
　平成 25 年 11 月 1 日から平成 26 年 3 月 12 日までの入
会のうち、電磁的理事会で承認していない１社の入会を
決定した。
　関東地方本部　　株式会社ネオコミュニケーション
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2014.5　Vol.21　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
　　　　□特集　工事担任者による工事の実施および監督について
　　　　□業界特集　［IP監視システム］高精彩映像と大規模化の需要高まる
　　　　□新製品・新サービス　高速で広範囲な無線環境を実現したワイヤレス LANアクセスポイント
　　　　　　　　　　　　　　　『WNAP320』（NETGEAR）
　　　　□関東地方本部で「電話保守契約のすすめ〜企業通信システム維持管理のガイドライン〜」を発行
　　　　□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 ネオコミュニケーション　（平成26年3月12日入会）
　　所在地　　東京都台東区　　
　　代表者　　生田目 勇之　　
　　TEL　　　03-5830-7732
　　事業内容　通信設備工事全般、技術者派遣
　　URL　 　  http://www.neoinc.co.jp/

新会員（平成26年2月1日~平成26年3月31日）





　一般社団法人 情報通信設備協会

北海道地方本部

東北地方本部

東海地方本部関西地方本部四国地方本部

信越地方本部

北陸地方本部中国地方本部

九州地方本部

本部
関東地方本部

発行所：
一般社団法人 情報通信設備協会

ITCA Vol.21
平成26年5月1日発行

〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-17-7 第3大倉ビル3F
TEL 03-5640-6508　FAX 03-5640-6599
E-mail  info@itca.or.jp
URL    http://www.itca.or.jp

デザイン・編集　㈱サンワ
印刷　㈱サンワ

関東地方本部 〒103-0025
 

東京都中央区日本橋茅場町2-17-7 第3大倉ビル3F TEL 03-5640-4761 kanto@itca.or.jp
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新潟市東区船江町1-55-11 双峰通信工業㈱内 TEL 025-279-5655 sinetsu@itca.or.jp
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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

東北地方本部 〒980-0821
 

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

北海道地方本部 〒061-3208
 

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

3月19日に宮崎で開花したソメイヨシ
ノは、24日に東海、25日に関東、27日に
四国、中国、近畿と次々に開花し、4月
に入って北陸、信越、東北で、そして5
月下旬の釧路まで2か月に亘り日本中
に春到来の明るいニュースを提供して
いる。
　写真マニアにとっても待ちどうしい
季節だが、ほとんど同時期に梅、桜、桃
が咲くので、後で撮った花が何だか分
からないことがある（撮影データを調べ
ればわかるが）。
　そこで、簡単に花びらで見分ける方
法を。①桜＝花びらの先が割れてい
る、②梅＝花びらの先が丸い、③桃＝
花びらの先が尖っている。
　写真マニア以外にも結構役立つの
で参考に。

（編集委員）
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