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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

日本電気株式会社
執行役員　石 井　正 則

今後の情報通信設備とビジネスの変革

盛夏の候、皆様にはますますご健勝の事とお喜び申し
上げます。
会員の皆様には、平素より一方ならぬお力添えにあず
かり、誠にありがとうございます

2013 年度後半は、パソコンの更新需要や消費税増税
前の駆け込み需要などで、ICT 市場は大きな盛り上が
りを見せました。

  今年度からは、2015 年 7 月にサポートが終了する
Windows2003 サーバの更新に向けた提案が活況を呈
して参ります。パソコンに続きサーバが更新されると、
様々な新機能強化の恩恵により、さらに快適に仕事が
できるようになるはずです。しかしながら、同時に
社内ネットワーク（NW）にかかる負荷も増大するた
め、NW をおざなりにしていると、「あれっ、思った
よりも動きが遅い」という事態も起こり得ます。従来
以上に画像や動画を取り扱うケースが増えたり、社外
からのリモートアクセスを始めたりと、データのトラ
フィックは増化する一方です。それに合わせてスイッ
チングハブやルータの高速化や、NW デザインの更新・
最適化を実施しないと、ボトルネックになりかねませ
ん。会員の皆様におかれましては、この NW 更新需要
をビジネスとして取り込んでいただく、絶好のチャン
スだと思います。

一方、様々なシステムのクラウドサービス化も本格
化してきたと実感されるようになってきました。あら
ゆるクラウドサービスにおいて、NW の性能や品質の
重要性が高まっております。

その中でビジネスコミュニケーションにおいては、
スマートデバイス活用やユニファイドコミュニケー
ションによる生産性向上、ワークスタイル改革などの
新しいキーワードが、お客様のコミュニケーション手
段の検討には欠かせなくなり、従来の電話システムか
らコミュニ―ションシステムへの変革の時代を迎え
ました。様々なスマートデバイスを活用したコミュニ
ケーション手段の導入を、クラウドサービスの利用も
含めて、比較検討されるお客様が増えていることは会

員の皆様も実感されていることと思います。このよう
な市場の動きの中、お客様へのシステムの提案、構築
はもとより、運用サービスや保守サービスをどのよう
にメニュー化し、お客様にあったシステム、サービス
を提供していけるかが今後の課題でもあり、ビジネス
チャンスにつながるものと考えております。

弊社においても、設置型の電話設備に加え、クラウ
ド型の各種コミュニケーションサービスも用意してお
ります。ただし、企業の電話においては一気に全体が
サービスで提供されるものではなく、お客様オフィス
に設置する電話端末や局線ゲートウェイなどの設置工
事、保守など、クラウドサービス型と従来の設置型の
ハイブリッド提供が必要な状況が続き、お客様との調
整、工事、保守など、やはり現場での人を介したサー
ビスが重要です。

また、従来からの設置型の電話ビジネスも、電話
設備の IP 化やユニファイドコミュニケーション化に
より、提案・構築内容は大きく変わって来ております。
その中で、技術的にはハードよりもソフトウェアの比
重が更に高まり、お客様にシステムを快適に使用いた
だく為の運用サポートや保守が重要度を増すと同時に、
現場での対応方法も進化して行かなければなりません。

弊社でも今後の保守・運用のあり方を考え、有償化
の取り組みも強化しており、今以上にお客様から採用
頂ける魅力のある新たな仕組みを生み出していきたい
と思います。

本協会においても、保守契約の必要性をわかりや
すく説明するツールを作成し、展開されておりますが、
今後の保守・運用ビジネス拡大のため、会員の皆様と
一緒に新しい保守のあり方を考え、推進して参りたい
と思います。

変革のスピードが速く、予測が難しい時代となって
きておりますが、会員の皆様とともに、新しい流れを
作り、業界を発展させていきましょう。
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業界ニュース　4月 

1日（火） NTTコム、PBXや内線機能をクラウドで提供
日刊工業 PBXやビジネスホンの設定をウェブサイト上で簡単に変更可能。スマホも専用アプリで内線電話に対応可能となる。

2日（水） SIMフリー携帯電話、家電量販店やスーパーなどで販売普及
日経産業 イオンでは端末と通信サービスをセットで月2980円で使える格安スマホを販売。MVNOを活用したサービスが充実してきている。

2日（水） イーセクター、ネット上で大容量データを転送するサービスを提供
日刊工業 クラウド型でシステム構築などが不要。価格は10人利用で月額5000円。

2日（水） NTT西日本、中小向けに低価格なICT支援「オフィス安心パック」を提供
日経産業 パソコンの使い方などを電話で受け付けるほか、依頼に応じて担当者を派遣。1拠点あたり月額500円。

2日（水） LINE、世界利用者が4億人を突破
日経産業 2013年11月の3億人突破から4ヶ月で達成。インドやタイで伸びている。

2日（水） 米マイクロソフト、スマートフォンやタブレット向けに「ウィンドウズ」を無償化
日経産業 OSのライセンス料で稼ぐビジネスモデルをやめ、ウィンドウズ端末の普及を優先する戦略に転換する。

7日（月） 国内データセンター市場調査、2018年に13年比で21.9%増　─富士キメラ総研
日刊工業 クラウドサービスは13年比2.2倍の2230億円となり、1兆7千億円のDC市場の10%以上を占めるとしている。

8日（火） 13年度携帯純増数、ソフトバンクモバイルが首位を堅持
日経産業 3社とも「iPhone」を扱う横並びのなか、キャッシュバックによる消耗戦に近い激戦を制した。

10日（木）2014年度のMVNO契約数、1970万件に　─矢野経済研究所予測
日経産業 回線卸売価格の引き下げを背景に拡大し、20年度には5500万件まで伸びると予測している。

10日（木）中国レノボ、スマホ事業を加速しNECから特許取得
日経産業 米グーグル傘下のモトローラ・モビリティを買収するのに続き、NECからスマホ関連技術の特許3800件を取得する。

11日（金）NTTドコモ、音声通話の完全定額などの新たな料金体系を発表
日経産業 データ通信の容量を家族で分け合う「データシェアプラン」も導入する。

11日（金）情報処理推進機構、「アンドロイド」向けの脆弱性検査ツールを無償公開
日経産業 アプリのセキュリティ上の欠陥を指摘するほか、安全なアプリ開発手法も学べる。

16日（水）総務省の通信業界の競争政策検討会、通信大手ら規制巡り対立
日経産業 NTTグループに対する規制見直しを巡り、KDDIやソフトバンクは「独占回帰につながる」として反対している。

16日（水）UQコミュニケーション、全国112ヶ所のJR貨物ターミナル駅にWiMAXを導入
日刊工業 フォークリフトにWiMAXのルーターを搭載。これまで運用していた無線LANシステムよりも保守費用の大幅削減等を見込む。

21日（月）ソフトバンクモバイル、条件付き音声定額プランの導入を延期
日経産業 「1回10分以内で月1000回まで」といった条件付きだが、NTTドコモが無制限の音声定額プランを発表し、内容を再検討する。

22日（火）KDDI、次世代通信技術規格「LTEアドバンスト」を今夏に提供開始
日経産業 複数の周波数帯をまとめて使うことで毎秒150メガビットの通信が可能。今年度中に約2万の基地局で利用可能になる。

22日（火）米アルバネットワークス、無線LAN通信設備販売で日本法人を拡大
日刊工業 無線設備を導入する企業が増えつつある日本市場を重要視し、中小や自治体の顧客を獲得する狙い。

24日（木）国内ATMの9割、いまなお「ウィンドウズXP」を搭載
日経産業 XPを搭載するATMは約17万台にのぼり全体の9割を占めるが、閉鎖ネットワークのため直ちに危険にはならないと見ている。

28日（月）ウェアラブル端末、2014年が普及元年に
日経産業 米グーグルが「グーグル・グラス」を4月に1日限定で販売。韓国サムスンが腕時計型、ソニーがリストバンド型を投入している。

30日（水）情報サービス各社、教育へのICT活用の可能性を模索
日刊工業 文部科学省が推進するICT教育の環境整備により、2020年までに小中学校生徒1人に1台のタブレットが行き渡ると言われている。
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　文部科学省が推進する情報通信技術（ICT）教育の環境整備
により、2020 年までに小中学校の生徒 1 人に 1 台のタブレッ
ト端末（携帯型情報端末）が行き渡ると言われている。そう
した中、情報サービス各社は教育への ICT 活用の可能性を模
索し始めている。ビジネス用途だけでなく、教育現場での利
用が広がる電子黒板や、通信教育での活用など各社の動きと
今後の展望を追った。

MS など
公立中学で効果検証　研究支援員を派遣　学校に活用法提案
　「単に教科書が電子化するのではなく、学習方法自体が大き
く変わる。動画の活用や協働学習などにより、他の生徒の考
え方や考えるプロセスも見える化できる」（橋本欧二 NEC ス
マートデバイス事業部長）。
　日本マイクロソフト（MS）と NEC、NTT 東日本は、目黒
区立第一中字校（東京都目黒区）で ICT を活用した授業の実
証実験を始めた。同校の全 154 人を対象にタブレット端末や
電子黒板などを活用した授業を行い、効果を検証する。期問
は 2015 年 3 月まで。
　実験では基本ソフト（OS）「ウィンドウズ 8.1」搭載のタブレッ
ト端末を 70 台、電子黒板を 2 台、光回線「フレッツ光ネクスト」
を 1 回線用意。さらにサーバーやデジタル教科書、授業支援
システムに加え、研究支援員も派遣する。

生徒は自分の意見を電子黒板で発表したり、生徒同士がグ
ループで議論したりしながら、タブレット端末でリポートを
作成する。タブレット端末を自宅に持ち帰って学習に役立て
ることも検討している。
　タブレット端末と電子黒板をそれぞれ購人し、学校側が活
用法を考えるのではなく、「タブレットと電子黒板で同じ教材
やソフトを使うことで『理科の課外学習ではこんな授業かで
きる』といった提案まで行うことが必要だ」（橋本事業部長）
という。

日立ソリューションズ
国内外に電子黒板　次は『デジタル教科書』　出版社と連携組織
　日立ソリューションズは約 7 年前から電子黒板「StarBoard」
を教育機関に展開している。国内だけでなく、英国やロシア、
米国など 80 カ国以上の小中学校を中心に 27 万台以上の導入
実績がある。電子黒板単体での販売だけでなく、タブレット
端末を連携させた小・中・高等学校向け協働学習支援ソリュー
ションの提供にも力を入れる。
　「StarBoard Student Tablet Software（STS）」は生徒用タブ
レット端末と電子黒板、教師用パソコンを連動させる。これ
によりタブレット端末を囲んだグループ学習や、一人ひとり
のタブレット端末ヘの書き込みを電子黒板で共有し、発表・
討議などを行う協働学習などさまざまな学習方法を支援する。
　例えば教師は電子黒板やパソコン上のコンテンツをタブ
レット端末に配信。それを受け取った生徒は回答や感想をタ
ブレット端末に手書きで記入できる。
　これまでに日本では 18 校への導人実績がある。7 月には操
作性などを向上させた新バージョンを投入する予定で、さら
なる拡販を狙う。
　同社はさらに「普及が進めば、教育 IT の環境が整い、当社
のソリューションの需要が自然と高まってくるだろう」（秋田
孝洋公共システム事業部担当部長）と期待するのが、デジタ
ル教科書。

　デジタル教科書は 05 年に国内で商品化され、11 年度時点で
小学校の 29.4%、中学校の 17.3%に指導者用が導人されている。
映像や音声で学習意欲の向上が期待できるなどメリットが実
証されている。だが、一方で各社で操作性が違うなど課題も
ある。そこで共通基盤をつくり、さらなる普及に向けた取組
みを推進していく。
　そのため大日本図書や実教出版など教科書会社 12 社と共同
でコンソーシアム「コネッツ」を発足させた。この組織では
次世代デジタル教科書の共通基盤を開発する。デジタル教科
書の操作性を統一し、さまざまな端末で使用できる環境を整
える。15 年 4 月の小学校の教科書改定時には実用化し、16 年
に中学校用、17 年に高等学校用と順次発売する予定だ。
　今後は「授業が IT 化してくれば、さまざまな情報が集まる。
児童・生徒の学習の習熟度をカルテ化して、その習熟度に合
わせた指導に役立てるというようなことも実現できるだろう」

（秋田担当部長）という。また学務システムとの連携などで教
師の業務負担を軽減するソリューションの展開も視野に入れ
る。

DeNA
通信教育軸に参入　ゲームのノウハウ生かす　小中高､ スマ
ホ世代向け
　教育現場へのソリューションを提案する企業がある一方で、
実際に教育事業を新たに立ち上げた企業もある。ディー・エ
ヌ・エー（DeNA）は 13 年 12 月から通信教育を軸にして、教
育事業に参人。スマートフォンやタブレット端未で学ぶ通信
教育アプリケーション（応用ソフト）「アプリゼミ」を役人した。
主力のソーシャルゲーム事業のノウハウを生かし、エンター
テインメントの要素を取り込んだ学習方法を提案する。
　内容については教育コンテンツを手がけてきた NHK エデュ
ケーションが協力。さらに「学力が上がるということを担保
する」（守安功社長）ため、教育現場に携わっている講師や教
諭らが監修している。
　文字や絵、音、動きを最適なタイミングで盛り込み、軽快
な反応で能動的な学習に取り組めるような工夫をした。理解
を深めるため段階的なカリキュラムと、即時に回答の誤差が
フィードバックされる機能を搭載。これにより「なんだろう ?」

「わかった」「できた」という感覚を連続し、先に進みたくな
るような仕組みにした。

端末を保有していれば月額 980 円（消費税込み）からで、
紙の教材や専用端末を使用する通信教育に比べて、半額以下
と低コストであることも強調する。
　まずは未就学児向けに小学校入学に備えた学習メニューを
配信。14 年 3 月からは小学 1 年生向けのメニューを追加した。
今後は小学校の 2 年生以上、中学校、高校と順次拡大してい
く予定。
　教育 IT 市場は 20 年までに小中学校での 1 人 1 台タブレッ
ト端末が実現し、毎年 2、3 学年程度が更新になるとして、
2000 億円程度の規模が想定されている。だが「まだそれほど
普及が進んでいない」（日立ソリューションズ）のが実情だ。
　教育での IT の活用の根幹は、教諭、講師など教える側の負
担を減らし、児童・生徒の学習意欲が向上されること。今後は、
教材コンテンツの充実とともに、教える側と教えられる側の
双方か使いやすいシステムをいかに提供できるかがこの市場
の拡大へのカギとなる。

学習に ICTあり4月30日（水）
日刊工業
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業界ニュース　5月

2日（金） 電通工業、企業の電話回線を最適化し通信料を削減するサービスを開始
日刊工業 不要な回線を削減し最適化。さらに電話料金や携帯電話管理など電話回線にまつわる業務をワンストップで提供する。

5日（月） ソニー、「VAIO」ブランドのパソコン事業を日本産業パートナーズに譲渡契約
日刊工業 共同で設立した特別目的会社に事業や関連資産を移管し、7月をめどに事業を始める。

8日（木） 米マイクロソフト、日本企業の希望に応えて国内にクラウド拠点を開設
日経産業 国内東西に2拠点を開設し、金融系や行政系などが求める品質を世界標準の価格競争力で対応する。

8日（木） 国内のスマホ経由ネット利用、1100万人増加　─ニールセン調査
日経産業 女性やSNS利用者が増加し約4000万人弱となった。一方でパソコンからの利用者は350万人減の約5400万人。

9日（金） NTT、企業のコールセンターでの通話を自動分析する技術を開発
日経産業 通話内容を文章データに変換し、音声や会話の特徴を掴んでクレームなどを抽出する。

9日（金） 2014年国内IT市場、14兆1553億円で前年比1%減　─IDCジャパン予測
日経産業 企業向けクラウドなどITサービスが伸びる一方で、13年のパソコン買い替え需要の反動が影響すると見ている。

9日（金） NTT東、企業のビジネスフォンの保守サービスを拡充
日経産業 オフィスに設置してある交換機などが故障すると光回線経由で遠隔検知。顧客企業に直接電話で知らせる。

13日（火）米グーグルと米インテル、グーグルのOSを搭載するノートパソコンを発表
日経産業 OSに「クロームOS」を搭載する「クロームブック」をレノボ、HP、エイサー、東芝などが新機種を投入する。

13日（火）LINE、IP電話サービス「LINE電話」を「iPhone」に対応
日刊工業 低料金で国内外の固定・携帯電話と通話が可能で、日本や米国など11カ国で利用が可能。

14日（水）NTT、「光サービス」をMVNOやISPなどへの卸売りを発表
日経産業 NTT東西が提供する光回線を一定の条件を満たす企業であれば同一の割安な価格で提供する予定。

16日（金）NTTドコモ、国内初の音声通話完全定額制などの料金プランの受付を開始
日経産業 音声通話定額制とデータ通信の容量を家族で分け合う新たな料金プランを6月から提供する。

19日（月）NTTドコモ、新音声サービス「VoLTE」を6月に開始
日経産業 従来の携帯電話に比べて伝えられる周波数帯が広く、携帯電話特有のこもった感じがしない明瞭な音声となる。

22日（木）2013年度タブレット国内出荷台数、前年度比30%増の748万台　─MM総研調査
日経産業 11年度以降、倍増ペースが続いていたが伸びが鈍化。メーカー別シェアは米アップルが43.8%と4年連続首位。

22日（木）4月の国内パソコン出荷台数、前年同月比46%増の95万台　─JEITA調査
日経産業 4月単月としては過去最高。XP買い替え需要に伴い7ヶ月連続の2ケタ増となっている。

27日（火）NTTドコモ、新料金プランの予約が100万件を突破
日刊工業 6月1日から提供する「カケホーダイ&パケあえる」の事前予約件数が100万件を突破した。

27日（火）日本マイクロソフト、教育機関向け無償クラウドで利用者数が170万人突破
日刊工業 「オフィス365エデュケーション」は2012年から教職員間の情報共有基盤として採用され、普通授業での活用も始まっている。

28日（水）大手印刷会社、ICT利用の授業ツールやシステム提供で教育市場開拓
日刊工業 文部科学省が教育現場でのICT整備する指針を策定。印刷各社はデジタル教材や導入支援まで総合的に提供する。

29日（木）NTTドコモ、来月10日に「iPad」を発売
日経産業 2013年9月からiPhoneを販売しているがiPadの取り扱いは初となる。

30日（金）ケイ・オプティコム、格安通信サービスの予約が1万件を超える
日経産業 MVNO方式で提供する通信サービスで、利用価格はデータ通信と音声電話、京セラ製のスマホを合わせて月額3590円。

30日（金）「ウィンドウズサーバー2003」、来夏にサポート終了
日経産業 サーバーはパソコンと異なり、対応を誤れば情報漏えいやコスト増加につながる。自社システムを見直す契機にも。
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回線最適化し通信料減　電通工業が管理サービス5月2日（金）
日刊工業

電通工業（東京都品川区、有若信雄社長、03-5479-3711）は、
企業の電話回線の不要な回線を削減するなどして年間通信料
を削減するサービスを始めた。通信会社を一元化、通信機器
を最適化するほか、電話回線の管理業務も請け負い、業務負
担を軽減する。さらに内線や電話料金、携帯電話の管理まで
請け負うサービスを 9 月末までに始める。電話回線にまつわ
る業務をワンストップで請け負うサービスは業界で初めてと
いう。
　サービス名称は「回線秘書」。出先機関が多く、100 回線以
上を保有する企業を対象に提供する。出先の全拠点に出向き、
回線状況を調べたうえで、使っていない回線を洗い出す。不
要な回線の契約を解除し、基本料金を低減する。
　さらに、複数の通信キャリアと契約する場合にはキャリア
を一本化し、光ファイバー回線など最新設備に変更してコス
トを削減する。また申請や障害の受け付け、手配、料金管理
などの業務を同社の専用コールセンターですべて請け負う。

本ビジネスモデルは特許を取得している。
　大企業は電話回緑の専任の担当者を置いているが、中堅企
業では総務が兼務している場合か多い。間接部門の仕事が増
え効率化か求められており、同社は外部委託のニーズが高い
と判断。業務の軽減や通信コストの削減を求める企業向けに
サービスを提供する。
　同社は通信設備・情報設備の工事、設計、管理を手がけ、
電話通信に特化したコンサル
ティング企業を志向する。出先
機関の多い企業では不要な回線
が全体の 1 割にのぼり、これら
の回線を休止することで年問
1500 万円の通信費用を削減。
　さらに 1 年後に、通信キャリ
アを統合するなどで同 1 億 2000
万円削減した事例もあるという。

　NTT は 13 日、東西地域会社が提供する光回線・サービス
の卸売りを始めると発表した。従来は「フレッツ光」のブラ
ンドで販売していたが、格安スマートフォン（スマホ）サー
ビスを手掛ける仮想移動体通信事業者（MVNO）やインター
ネット接続事業者（プロバイダー）などに割安な価格で販売
する。多様なサービスが登場し、価格競争も激しくなりそうだ。
　NTT 持ち株会社の鵜浦博夫社長が 2014 年 3 月期の決算記
者会見で説明した。鵜浦社長は「日本の光通信のインフラは
世界最高水準だが、市場の伸びが鈍化しでいる」と指摘。「こ
うした状況を乗り越えるため、様々なプレーヤー（企業）に
広く利用してもらう」とした。
　東西地域会社は一定の条件を満たす企業であれば同一の割

安な価格で光回線サービスを提供する予定。
　現在は KDDI（au）のみが手掛けている固定回線と携帯電
話を組み合わせたセット販売をほかの企業も手掛けやすくな
る。NTT グループの NTT ドコモも対象となり、セット販売
を「前向きに検討する」（ドコモ広報部）としている。
　具体的な提供条件については東西地域会社が今夏に提示し、
10~12 月期にも卸売りを始める予定。東西地域会社は当面は
フレッツ光の販売を継続するが、中期的には消費者や企業に
多様なサービスを提供するパートナーと組む「黒子」へとか
じを切る見通し。NTT の光回線網を巡っては、通信業界を対
象とした規制の見直しを進めている総務省も活用促進に向け
た取り組みを求めていた。

NTT「光」サービス販売　MVNOなどに割安で卸5月14日（水）
日経産業

　NTT ドコモは 10 日、携帯電話サービスの新たな料金体系
を発表した。国内初となる音声通話の完全定額制とデータ通
信の容量を家族で分け合う「データシェアプラン」の導入が
柱で 6 月から運用する。料金引き下げヘの圧力が高まり高額
なキャッシュバック（現金還元）への批判も強まるなか、家
族という切り口で「複雑系」の問題解決に挑む。
　「長期利用のメリットが欲しい、無料通話分を含む料金プラ
ンが欲しい、複数の端末を効率的に使いたいという利用者の
要望に応える」。ドコモの加藤薫社長は新料金体系を導入する
狙いについて説明した。スマートフォン（スマホ）と従来型
携帯電話を対象に、「カケホーダイ & パケあえる」と名付けた
プランを導入する。
　「なぜこの時期なのか」――。説明会では加藤社長にこんな
質問が飛んだが、「できるだけ早くと思って準備を進めた」と
答えるのみ。だが、関係者の間では「総務省を意識した動き」
との見方が有力だ。総務省は現在、情報通信政策を点検する
有識者検討会を開いており、15 日には携帯大手首脳を対象と
した聞き取りを予定している。

　NTT ドコモなど携帯大手各社に対して「料金が高止まりし
ている」との批判が出るのは必至だが、単純な値下げだけで
は収益への影響を免れない。また、高額な現金還元や、それ
を当てにして頻繁に携帯会社を乗り換える一部利用者の存在
も問題化。一連の問題への答えが契約を個人単位から家族単
位へと変更した新たな料金プランだった。
　ドコモは 1998 年に業界に先駆けて「ファミリー割引」を導
入し、家旅間の通話料の無料化といったサービスを提供。「家
族を丸ごと囲い込むという効果を上げてきた」（関係者）。ただ、
スマホ向けの現行の料金体系では既にドコモ契約者間の通話
は無料になっており、効果が薄くなっていた。

新たにデータ通信の容量を家族で分け合うプランの導入で
割安感を出し、家族単位での囲い込みを再び強化。長期利用
者や若者を優遇することで頻繁な乗り換えを防ぐ。一方、単
身者や契約期間が短い利用者では現在より値上がりするケー
スもある。こうすることで複数の問題を同時に解決すること
を狙うが、思惑通りに運ぶか。正否は利用者の反応にかかっ
ている。

ドコモ、家族に活路　新プラン「複雑系」解決ヘ　ドコモ、割安感を演出
新プラン長期利用や若者優遇

5月16日（金）
日経産業

オフィスの電話の使用状況を
調査し、不要な回線を削減する
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地方本部だより

～第11回情報通信機材展（情報通信月間参加行事）～
『情報通信フェア２０１４』模様 !

一般社団法人 情報通信設備協会 東海地方本部
事務局長　大島 貞保

　東海地方本部では、昭和 56 年 11 月に青年部を発
足させ、業界に関する調査研究や企業経営に関する
研究、会員間の親睦、地方本部への提言などの活動
を行ってきましたが、平成 5 年に青年部小委員会か
ら「情報通信材料展」開催の提案がされたことに伴
い、翌平成 6 年 2 月に出展社数 23 社により愛知県中
小企業センターで「第 1 回情報通信材料展」（平成 10
年に「情報通信機材展」に名称変更）を開催し、以後、
青年部が中心となって隔年に機材展を開催してきま
した。
　※東海地方本部ホームページ「青年部のあゆみ」参照

http://www.itca.or.jp/toukai/honbu/seinen_
history/04_seinen_katudou.htm

◎第11回出展社（42）

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　マサルエ業㈱　
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㈱
㈱高文　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

◎展示会模様
　展示開始の 15 日 10 時、BGM の大音響に合わせて
会場入り口でテープカットが行われ、大盛況のうち
にオープン。2 日間で 1130 名が入場しました。

テープカットする（左から）網谷会長、井上東海地方本部長、酒井
青年部会長

東海地方本部では、5月15日（木）・16日（金）の両日、総務省東海総合通信局・ 名古屋商工会議所の後援、情報
通信月間推進協議会・一般財団法人日本データ通信協会東海支部の協賛、サンテレホン株式会社・ダイコー通産
株式会社・ 株式会社髙文・ 東海地方本部青年部の協力を得て、名古屋駅前の愛知県産業労働センター「ウインク
あいち」6階展示場で、「最新 ICTが集結 ! 情報ネットワークの総合展示会」と題して、第11回情報通信機材展「情
報通信フェア2014」を開催いたしました。
15日の展示開始（10時）を前に9時30から開会セレモニーを行ない、協会本部の網谷会長に来賓のご挨拶をい
ただきました。
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坊っちゃん列車

◎講演会の開催
　15 日に特別講演会及び基調講演会を開催し、延べ
93 名が聴講しました。
　○特別講演 ｢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

○基調講演 ｢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）　字宙科学研究
所　久保田　孝教授

◎出展社セミナー
　16 日は展示会場内で出展社によるセミナーを開催
しました。

○「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

受付では案内図でブースの位置を説明

開催ビルの “ウインクあいち ”玄関に看板を設置

盛況な展示会場と商談模様

アンケート回収箱付
近に抽選コーナーを
設け「お楽しみプレ
ゼント」を実施

三井情報通信部長の講演

久保田教授の講演

セミナー模様
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特集

第60回定時総会模様
　一般社団法人情報通信設備協会（本部）の第 60 回
定時総会は、6 月 11 日（水）に東京都港区芝公園
のメルパルク東京で開催されました。日本列島は既
に北海道を除いて梅雨入りし、連日、不安定な天気
が続いています。当日も西日本や東日本の太平洋側
と北日本の日本海側では雷雨注意報が出され、東京
も昼前から雨が降り出すあいにくの空模様でしたが、
会場には大勢の会員にご出席いただき、定刻の午後 3
時に総会が始まりました。
　総会の冒頭、司会者の松山理事（関東）から、出
席会員数は、当日出席者数 61 名、委任状提出者数
407 名、計 468 名で、定款 17 条第 1 項の規定により
総会の定足数を満たしているので本総会は成立する
との報告があり、藤田理事（東海）の開会挨拶、網
谷会長の挨拶に続いて、定款 15 条の規定により井上
理事長が議長となって、次のとおり各議案を審議し
ました。

（1）議事録署名人の選出について
　定款 19 条第 2 項の規定により、本総会議事録は議
長のほか議事録署名人 2 名を選出することになって
いるため議長が諮り、福島理事（関東）と鈴木理事（関
東）の 2 名を指名しました。

（2）「第 1 号議案　平成 25 年度事業報告」、「第 2 号
議案（1）平成 25 年度決算報告」、「第 2 号議案（2）
平成 25 年度監査報告書」について

　「第 1 号議案」、「第 2 号議案（1）（2）」はそれぞれ
関連するため、一括して岩本専務理事が説明した後、
鈴木功一監事が監査結果報告を行い、異議なく承認
されました。

（3）「第 3 号議案　平成 26 年度事業計画」、「第 4 号
議案　平成 26 年度収支予算計画」について

　「第 3 号議案」、「第 4 号議案」はそれぞれ関連する
ため、一括して岩本専務理事が説明し、異議なく承
認されました。

司会の松山理事

藤田理事の
開会挨拶

網谷会長の挨拶

総会会場風景

議事を進める
井上理事長
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（4）「第 5 号議案　役員の選任」について
　「第 5 号議案」について、岩本専務理事が、任期満
了に伴う理事 23 名の選任と補欠理事 5 名及び監事 3
名の選任について説明し、異議なく承認されて、第
60 回定時総会の議案審議をすべて終了しました。

（5）平成 26 年度第 2 回理事会の開催
　理事 23 名が選任されたことから、総会を一旦休憩
して別室において平成 26 年度第 2 回理事会を開催し、
定款 21 条の規定により会長、理事長、副理事長（2 名）
並びに専務理事を選出し、総会再開後、議場に報告
しました。

（6）会長表彰及び感謝状贈呈
　全議事終了後、10 年以上役員として協会業務の円
滑な運営に尽力されている山本裕幹氏（関東地方本
部）、山本榮一氏（関西地方本部）、岸村智志氏（関
西地方本部）を会長表彰するとともに、この度退任
された鈴木前理事（関東地方本部）、故田中秀明理事

（関西地方本部）、森山孝前理事（中国地方本部）、麓
譲前理事（四国地方本部）、及川恒彦前理事（東北地
方本部）、加藤博之前理事（北海道地方本部）、鈴木
功一前監事（関東地方本部）、渡邊秀治前監事（四国
地方本部）の 8 名に、これまでの協会活動の功績に
対して網谷会長から感謝状が贈呈されました。

　最後に田中優治理事（北陸地方本部）が閉会の挨
拶を行い、第 60 会総会の全行程を終了しました。

議案を説明する
岩本専務理事

感謝状贈呈のお礼を
述べる鈴木前監事

閉会挨拶をする
田中理事

協会役職 氏名 所属組織 勤務先

会長 網谷　駿介 本部 （一社）情報通信設
備協会

理事長 井上　剛毅 本部 英工電機㈱

副理事長 長田修一郎 関西地方本部 協和テクノロジィズ㈱

副理事長 井上　新一 東海地方本部 第一電話設備㈱

専務理事 岩本　房幸 本部 （一社）情報通信設
備協会

理事 大輪　堅一 関東地方本部 富士ネットシステム
ズ㈱

理事 宮川　欣丈 関東地方本部 宮川電気通信工業㈱

理事 今井　秀昭 関東地方本部 東邦通信工業㈱

理事 長谷川浩正 関東地方本部 日興テクノス㈱

理事 松山　　仁 関東地方本部 日本通信設備㈱

理事 髙瀬　幸雄 関東地方本部 埼玉アンテナシステ
ム㈱

理事 木村　清高 関東地方本部 ㈱群電

理事 樋口　正仁 信越地方本部 双峰通信工業㈱

理事 藤田　義明 東海地方本部 東海通信工業㈱

理事 山田　恭郎 東海地方本部 三友電子㈱

理事 田中　優治 北陸地方本部 かがつうシステム㈱

理事 吉本　幸男 関西地方本部 エフビットコミュニ
ケーションズ㈱

理事 栩谷　晴雄 関西地方本部 大和電設工業㈱

理事 江角　　優 中国地方本部 ㈱ソルコム

理事 新矢　邦彰 四国地方本部 ㈱カナック

理事 阿部　准定 九州地方本部 九州沖通信機㈱

理事 竹内　　聰 東北地方本部 東日本通信機器㈱

理事 永井　英晴 北海道地方本部 ㈱つうけんアクティブ

監事 平野　　毅 本部 平野公認会計士事務所

監事 福島　和義 関東地方本部 三和通信機㈱

監事 立川　昭二 北海道地方本部 ㈱三起電通

■選任された役員
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第６０回定時総会懇親パーティー模様
　情報通信設備協会の定時総会懇親パーティーは、
第 60 回定時総会終了後の 6 月 11 日（水）午後 5 時
30 分から、東京都港区芝公園のメルパルク東京にお
いて開催し、会員の皆様をはじめとして、日頃ご指
導ご鞭撻をいただいております衆議院議員 左藤 章様、
総務省総合通信基盤局電気通信事業部長 安藤 友裕様、
関連団体、通信事業者、メーカー、賛助会員の方々
など、多数のご来賓の皆様にご出席いただき、盛大
に開催いたしました。
　網谷会長及び井上 理事長の挨拶に続いて、ご来賓
を代表して衆議院議員 左藤 章様、総務省総合通信基
盤局電気通信事業部長 安藤 友裕様、日本電信電話㈱
代表取締役副社長 片山 泰祥様にご挨拶をいただき、

（一社）情報通信エンジニアリング協会会長 高島 元
様の乾杯のご発声を合図に、賑やかに懇親パーティー
がスタートいたしました。

日　　時　平成25年6月11日（水）　午後5時30分〜
場　　所　メルパルク東京　5F　瑞雲の間

　（敬称 : 略） 
進行次第　司会 　理事 　　　今井　秀昭
　　　　　協会挨拶　会長 網谷　駿介
　　　　　 　理事長　 井上　剛毅
　　　　　来賓挨拶　衆議院議員 左藤　　章

　総務省 総合通信基盤局
　電気通信事業部長 安藤　友裕
　日本電信電話㈱
　代表取締役副社長 片山　泰祥

　　　　　乾杯 　（一社）情報通信エンジニアリング協会 
　会長  高島　　元

　　　　　中締め　　副理事長 　　　長田修一郎
　　　　

（1）情報通信設備協会 会長　網谷 駿介　ご挨拶
本日は大変ご多用中の中、衆議院議員の左藤先生、

総務省の安藤電気通信事業部長様、NTT 片山代表取
締役副社長様をはじめ多数のご来賓の方々にお出で
いただきまして、誠にありがとうございます。

私は、先ほどの総会理事会で会長に選任されまし
た網谷でございます。宜しくお願い申し上げます。

この協会は、本日で 60 回目の総会を迎えさせてい
ただきました。ここに至るまで幾多の困難があった
わけでございますが、今日ご来賓の皆様、或いは先
輩諸氏の皆様のお蔭で、なんとかここまで存続する
ことができました。改めて皆様のご支援ご協力に深
く感謝を申し上げます。

私どもは ICT 市場に身を置いているわけでござい
ますが、本年の ICT 全体の市場規模は、昨年と比べ
てほぼ横ばいの約 25 兆円であることが予測会社か
ら発表されておりますが、ただハードウェアが減る
ものの、質的な変化は昨年に引き続き起きてくるよ
うでございます。いわゆるクラウド、ビッグデータ、
モビリティそれからソーシャル技術という、いわゆ
る第 3 のプラットフォームという所への流れが加速
し、かなり質的変化が起こるようで、私共も新しい
需要が起きることを期待しております。

特に、安倍政権と総務省様が推進されておられま
す、世界最高水準の IT 国家の実現のための各種施策
によりまして、IT による産業の活性化の仕組みがで
き、この事により需要が起きることを期待している
所でございます。

私共は、長らくハードウェア中心の仕事をやって
まいりましたが、いよいよここに来てサービスとか
ソフトや、今申し上げました第 3 のプラットフォー
ムなどに事業の幅を拡大していく必要が出てきてい
る時期に至っております。

しかし、私共が今まで培ってまいりました技術
だけでは、かなり困難性もあり、新しい技術や人材、
或いはノウハウといった事が必要になってまいりま
すが、これは会員企業の皆様 1 社 1 社では、なかな
かそういった技術や協力パートナーの皆さんを得る
ということは、難しい点もあろうかと思います。情
報通信設備協会といたしましては、個社ではなかな
か対応できないこういった課題について、積極的に
今後とも活動を展開して参りたいと思います。

また、協会を取り巻く課題の一つとして、長年、
取組んで参りました工事担任者の問題でございます
が、総務省様におかれましては、今年2月にホームペー網谷会長の挨拶
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ジを大改定していただきました。工事担任者の位置
付けを一層明確化にしていただき、また、全国の自
治体の方々に対して本省から総通局様を通じて、端
末設備工事の入札条件に工事担任者の資格が必要で
あるといった点ついての周知をしていただく等、大
変きめ細かいご配慮を頂いております。

本日も部長様、課長様にご臨席頂いておりますが、
関係の皆様に深く感謝申し上げる次第でございます。

私共は、このように日本の経済を支える中堅中小
企業のお客様に対して良質で最新の技術を提供する
ことによりまして、我が国の情報通信の発展にこれ
からも貢献して参る所存でございます。

今日ご来賓の皆様方のご支援ご協力を今後ともお
願いする次第でございます。

これをもちまして私の挨拶に代えさせて頂きます。
ありがとうございました。

（2）情報通信設備協会 理事長　井上 剛毅　ご挨拶
先ほどの総会及び理事会におきまして理事長に再

任されました、井上でございます。今年もどうぞ宜
しくお願いいたします。

本日は、ただ今の網谷会長のご挨拶に加えまして、
衆議院議員の左藤章様、総務省の安藤総合通信基盤
局電気通信事業部長をはじめ、日頃から当協会に絶
大なるご支援を賜ります多くのご来賓にご臨席いた
だきまして、心から御礼を申し上げる次第でござい
ます。

ただ今、網谷会長のお話にもございましたように、
情報通信の分野ではスマートフォンや色々な情報端

末の普及、クラウド型のサービスの拡大など、多様
化と申しましょうか、目まぐるしい程に変化し複雑
化してまいりました。

我々も会員企業も、ハードに強いだけではお客様
に満足していただけない時代がやって参りました。

今後も新しい技術の研鑽に加えて、長年培ってま
いりました原点であります音声を中心にしたハード
を得意とする伝統を生かしながら、お客様により快
適な情報通信システムをご提供していかなければな
らないと考えております。

一昨年、当協会は ITCA 憲章を作り、協会は会員に
役立つ取り組みを行い、会員は全国の中堅中小企業に
ICT をサービスすることを通じて社会に貢献する、と
いう基本的な考えを示させていただきました。

この考え方に則り、協会と致しましては会員の皆様
の技術力維持・向上に向けて、様々な端末やコンテン
ツを利用したサービスのセミナーや勉強会などの開催
を行い、支援して参りたいと考えております。

皆様のご理解とご協力お願い申し上げまして、甚
だ簡単でございますがご挨拶に代えさせて頂きます。
ありがとうございました。

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

只今ご紹介いただきました総務省の安藤でござい
ます。

本日は情報通信設備協会の懇親パーティーにお招
きいただきまして、本当にありがとうございます。

早速でございますが、一言ご挨拶を申し上げさせ
ていただきます。

まず 60 回目となります定時総会が滞りなく執り行
われ、また、本日懇親パーティーがこのように多く
の皆様のご列席のもと盛大に開催されましたことを
心よりお祝い申し上げますと共に、お喜び申し上げ
ます。

また、網谷会長様、井上理事長様はじめ設備協
会の会員の皆様には、常日頃より各般にわたりまし
て、様々な面でご理解ご協力を賜っておりますこと
を、この場をお借りしまして心より厚く御礼を申し
上げます。

左藤先生、網谷会長様、井上理事長様のお話にも
ございましたが、ICT 情報通信の分野は進展する技
術を取り込みながら大きく発展しつつあるところで
ございまして、今日、我が国の GDP の 1 割を占める
最大の産業にまで成長しております。左藤先生のお
言葉を借りますと「もっともっと頑張らなきゃいか
ん」ということでございますが、ICT は国民生活の

井上理事長の挨拶 ご来賓の左藤 衆議院議員

ご来賓の安藤 総務省電気通信事
業部長

ご来賓の片山 NTT副社長
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利便性向上や我が国経済の発展を大きく牽引してい
るところであり、更に頑張らなければいかんという
ことではないかと思っております。

このように発展を遂げることが出来た要因背景と
しましては、技術革新が進展し端末設備のネットワー
ク構造が非常に複雑に変化する中で、利用者の方が
安心安全に情報通信ネットワークサービスをご利用
いただける環境が的確に整備され、確立されてきた
からではないかと思っております。

まさにこの取組を支えて頂いているのが設備協会
の会員の皆様であり、設備協会の活動そのものであ
ります。この 60 年を超える長きにわたっての皆様の
大変なご尽力に心より感謝を申し上げ、敬意を表す
る次第でございます。

現在、我が国は少子高齢化等様々な分野で色々な
課題に直面しておりまして、この課題を克服しつつ
日本経済を新たな成長軌道に乗せていかなければな
りません。これは、我が国にとって非常に重要な課
題であり、東京オリンピック、パラリンピックとい
う明るい話題がありますが、2020 年以降も含めて、
今後の中長期にわたる我が国の発展を切り開いてい
く上でここ数年の取り組みが非常に重要なのではな
いかと思っております。

この非常に重要なタイミングで、スマートフォン
やタブレット、あるいはクラウド、超高速ブロード
バンドに加えてワイヤレスブロードバンドなど、革
新的な ICT 技術が出現し情報通信分野は大きくパラ
ダイムシフトしつつあるところでございます。ここ
をいかに生かしていくかが今後の日本の将来にとっ
て極めて重要で、この大きな変化をチャンスとして
生かし切れるかどうかということがポイントになっ
ていくのではないでしょうか。

現在政府において成長戦略等を検討しております
が、ICT 分野における取組はありとあらゆる分野の
基盤であり、色々な分野で ICT を活用した重要政策
が出てきております。　　

これらの取組を行う上で非常に重要な要素として
２つのポイントがあると思います。

１つは、技術の進展が著しい中、これを使いこな
していく為に、利用する企業、ユーザーの方々が十
分にその良さを理解して安心安全に使えるような環
境を確保するということです。安心安全に使えなけ
れば、いくら良い物であっても効果を実感していた
だけません。その点、ユーザー企業の一番近いとこ
ろを支えていただいているのが皆様であり、それを
支える人材養成等の取組をしておられるのが貴協会
の活動でもあろうと思います。そのため、成長戦略

に資する、このような取組を皆様に引き続きしっか
りと支えていただき、ユーザーが ICT 技術の素晴ら
しさを実感し、その良さを使いこなし、ビジネスに
活かしきることができる所まで引っ張っていただけ
ると非常にありがたいと思っております。

もう１つ重要なのは、日本経済を支えている中小
企業に活力を持って日本経済を根本から支えていた
だくことです。企業の 95%は中小企業であり、その
中に非常に輝く技術力を持った中小企業が一杯おら
れます。中小企業が持っている力をいかんなく発揮
して、世界にまで展開していく際に ICT というのが
非常に重要でございますが、残念ながらアメリカと
日本を比較してみますと、最先端のクラウドという
課題解決力や市場創造力を持った技術の導入は、ア
メリカ 7 割、日本 4 割、中小企業に至っては更に低
くなっており、クラウドという言葉さえもご存じな
い経営者の割合も結構多いというのが実態でござい
ます。IBM の調査結果では、クラウド技術を積極的
に使っている企業とクラウド技術に慎重な企業の営
業収益は、成長率で倍、粗利益率でも倍違うと言わ
れており、クラウド技術を使わないでなお頑張って
いる日本企業が活用した時には、絶大な潜在的パワー
を発揮することができるのではないかと思っており
ます。中小企業の方々に ICT の真の構造改革力と新
しいサービスを創造していく力が更に加われば、日
本の発展は更に大きなものとなっていくと考えられ
ますが、こうした面でも中小企業を一番近い所で支
えていただいているのが皆様であり、皆様の取組に
より、技術面及び様々な面で一層支えていただけれ
ばと思います。今後とも皆様が、網谷会長様、井上
理事長様のもと一丸となって、益々ご活躍されます
ことを心より祈念しております。

最後になりますが、本日ご列席の皆様のご発展を
心より祈念申し上げまして、簡単ではございますが、
私の挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。

情報通信エンジニアング協会 高島会長の乾杯のご発声
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ISO9001・ISMS・PM	  認証取得	  

【本社】	  
〒141-‐0032	  
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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	  
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　中堅中小企業（SMB）の開拓に向けた NTT コミュ
ニケーションズ（NTT コム）の新施策の成果が出始
めた。
　パートナー経由の間接販売を推進する第五営業本
部が 2013 年 4 月に始めた新プログラム「パートナー
ソリューション・プロモーション（PSP）」だ。NTT
コムの回線・ネットワークやクラウドサービスと、
販売パートナーの商材を組み合わせたパッケージ商
品を作り、これを共同でプロモーションするという
ものだ。
　例えば、パートナーが持つ情報系ソフトと NTT コ
ムの IaaS「Biz ホスティング Cloudn」を組み合わせて、
クラウド型で利用できるサービスに仕立てたり、ス
マートフォン用アプリと NTT コムの VPN サービス
を組み合わせるといった各種のパッケージ商品を開
発。これを、第五営業本部が運営する Web サイト（次
ページの画像）で PR し、獲得した案件リードを販売
パートナーに引き渡す（図表1）。パートナーは新た
な営業活動を行うことなく、新規顧客の獲得が狙え
るというわけだ。
　「開発されたパッケージはあくまで販売パートナー
の商品であり、これを一緒にプロモーションするの
は NTT コムにとってもまったく初めての試みでし
た」と第五営業本部営業推進部門担当課長の石井淳

氏は話す。

強いアプリ前面にクラウド拡販
　PSP を始めたきっかけはパートナーヘの技術支援
だ。ネットワーク分野を不得手とする SIer が NTT
コムの商材を取り扱う際に、その販売・構築をサポー
トするのが石井氏らの役割。そこで「パートナーの
商品にもっと幅広く売れそうなものがたくさんある
と知った。それらと我々の商材をパッケージングす
れば、エンドユーザーのお客様にとって身近な SIer
の、身近な商品として売っていけると考えて PSP を
起案した」。
　もともとNTTコムの販売パートナーは、音声/ネッ
トワーク系を得意とする業者が大半。だが、クラウ
ドを事業の柱に位置付けるとともに 3 年ほど前から
IT 系のパートナーを増強し、12 年度だけでも 100 社
以上を開拓した。そうしたパートナーが持つ人気商
品に NTT コムの商材を埋め込み、SMB に拡販しよ
うというのが PSP の狙いだ。
　例として、オービック・オフィスオートメーショ
ンとは、財務会計ソフトの奉行シリーズを NTT コム
の Biz ホスティング Cloudn で運用する「勘定奉行シ
リーズ on Biz ホスティング」を開発した。その他にも、
受発注管理や勤怠管理、POS、CRM/SFA など多様

~NTTコムのパートナー向け新施策が好調 ~
中堅中小ヘクラウドパッケージを拡販

業界特集

NTTコミュニケーションズが昨年春に始めた販売パートナー向け施策が好調だ。パートナーの人気商材と自社
サービスを組み合わせたパッケージ商品を開発し、中堅中小企業へ売り込んでいる。

（図表1） 案件リードの引渡しで新規販売チャネルを構築
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な基幹系・情報系アプリをクラウド型で利用できる
パッケージ商品を揃えている。
　単に IaaS を提案するだけでは、クラウドに関心を
持つユーザー企業も利用シーンや効果がイメージし
にくいが、こうした業務アプリと組み合わせること
で、具体的な使い方を想定しながらクラウド利用を
検討してもらうことができるようになる。
　PSP はパートナー 6 社、9 個のパッケージで開始し
たが、14 年 3 月には 46 社・85 商品まで拡大した（図
表2）。
　販売実績も上がっている。現在、第五営業本部で
もクラウド商材の拡販こそが最重要ミッションと
なっているが、「13 年度のクラウドサービスのパート
ナー経由の販売額の2割弱はPSPによるもの。スター
ト当初は数%程度と想定していたが、思った以上の成
果です」（石井氏）という。

回線・NW 販売にも貢献
　クラウド以外の商材も売れている。「オンプレミス
からクラウドヘの移行に伴って新たな回線が売れた
り、セキュリティも含めた総合提案に広がっていま
す」と語るのは、営業推進部門・主査の安斎長人氏だ。
　例として、SIer のシステムエグゼが提供する「ク
ラウドワープ」がある。これは、ユーザー企業の既
存システムを NTT コムの IaaS に移行する際の作業
を、サーバー 1 台 30 万円から丸ごと請け負う “ 引っ
越しサービズ ” だ。この移行に伴って、それまで使っ
ていた VPN を閉域網サービスに変えたり、新回線や
セキュリティも含めた総合提案に発展するケースが
出てきているという。
　「クラウドに関心はあっても、始め方がわからない
という SMB のお客様は多い。そうした層に多様な商
材を売り込む機会にもなっています」と主査の五十
野良明氏は話す。
　もう 1 つ、ユニークな例が帳票サービスだ。企業
間でやり取りされる帳票の作成・管理ソリューショ
ンを手掛けるパートナーが、NTT コムの IP-FAX

「BizFax」を組み合わせた旅行業向けの新ソリュー

ションを開発した。
　旅行代理店と宿泊施設との間では、客室の予約手
配、料金請求等が FAX でやり取りされている。これ
を IP 化することで顧客情報等のデータ化が行え、さ
らに帳票作成や管理も効率化できる。今後、同業他
社へ売り込むほか、レンタカー事業者や保険代理店
など FAX を多用している他業種への横展開も狙う。
　従来のパートナー営業と言えば、自社商材を取り
扱うパートナーの営業活動を後方支援するものだっ
た。それと比べると、PSP はよりアクティブだ。パー
トナーの強みを活かした新商品を生み出し、積極的
に市場を広げようという狙いが奏功している。
　

Web 上でクロージングまで
　これまではパッケージの拡充と、それを PR する
Web サイトの認知度向上に努めてきた。新年度は「特
定業界に強いパートナーと商材を見つけて、もっと

『売れるパッケージ』を作りたい」と石井氏は意気込む。
　さらに将来的には「Web サイト上でクロージング
までできる仕組みにしていきたい」とも話す。法人
市場でそうした成功例はまだ無いが、クラウドの普
及に伴って、オンラインで手軽に各種のサービスを
調達したいというニーズは確実に広がっている。実
際、NTT コム独自のクラウドサービスでは、徐々に
Web サイト上での販売が増えているという。
　石井氏らの狙いは、それをパートナー商材にも広
げていくこと。法人顧客が困ったときに訪れて必要
なソリューションを買っていく ｢ソリューション通
販サイト｣ を目指す。

（出典 :テレコミュニケーション May 2014）

（図表2） パートナー /パッケージの開拓状況

販売パートナーとのコラボレーションサービスを紹介する Web
サイ（http://www.ntt.com/spc/）。3月3日にリニューアル
し、検索機能などを強化した。｢はじめてのクラウド｣や｢地元の
SIer｣といったキーワードから、サービスを探すこともできる
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LAYCOM Layer & Computer

���社���� TEL：03-3288-0130 FAX：03-3288-0170 (担当：松尾・児玉)
【本社】〒101-0061東京都千代田区三崎町2-22-8 梨本ビル3階 http://www.laycom.co.jp  E-Mail：information@laycom.co.jp

�サーバ・クライアント構築
Windows・Linuxサーバー

設計・構築から、クライアント
展開(Windows7・8等)も含
めてご提供いたします。

����スクー�
大手キャリアの研修センター
で定例コースを担当する他、
お客様のニーズにあわせた
研修を行っております。

�ネットワーク構築
ネットワーク機器の設置・設定
から、LAN工事に至るまで、

物理層全般に渡る設計・施工
をご提供いたします。

�����・��サポート
システム導入後のメンテナ
ンスサポート・障害対応・改
善提案をご提供いたします。
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■新製品の特長

1．多様化する小規模オフィスなどの通信機能を一台

に集約

・ 従来は別々の設置が必要であった VPN ルーター、
無線 LAN アクセスポィントなどを一台に集約す
ることで、低コスト化・省スペース化に貢献

・ 内線電話機能を搭載、スマートフオン・IP 電話・
アナログ電話等を内線収容し、内線通話・代理応
答・通話の保留・転送を実現

・ 一体化による部品数の削減などにより、動作時の
消費電力を約 62%削減（当社推定）※ 1

※ 1　従来消費電力を VPN ルーター 11W、内線電
話機能付き無線 LAN アクセスポイント 16W、ア
プリケーションサーバー 12W の合計とした場合

（いずれも他社同等機の運転時最大消費電力）

2．アプリケーションの追加・遠隔ダウンロードが可

能

・ OSGi TM リリース 4.2 ※ 2 /Java TM に対応し、ユー
ザーごとのアプリケーションの追加に対応

・ 遠隔ダウンロード機能にも対応し、オンラインで
アプリケーションの追加・削除が可能

※ 2　0SGiTM アライアンスによって策定された、

JavaTM アプリケーションの動的追加や実行を実
現・管理するための基盤システム（フレームワー
ク）の業界標準規格のひとつ

3．多様な通信端末、通信回線に接続可能

・通信事業者とのアナログ回線契約なしでアナログ
電話での通話が可能

・IP 電話網を経由して、光電話、ISDN 電話、アナ
ログ電話、IP 電話との通話が可能

・有線 LAN 端末・無線 LAN 端末に加え、携帯電話
を USB 接続することでモバイル通信が可能

■発売の概要

①製品名　　　　三菱通信ゲートウェイ（smartstar）
②形名　　　　　XS-ST-01
③主な仕様　　　寸法（mm）：171（D）× 188（H）

　　　　　　　　× 40（W）
　　　　　　　　質量：0.5kg 以下
　　　　　　　　　　　（AC アダプタ含まず）
　　　　　　　　消費電力：15W 以下（運転時最大）
④価格　　　　　オープン価格
⑤目標販売台数　年間 2,000 台

■発売の狙い

　近年、国内では電話回線・有線 LAN・無線 LAN・
携帯電話など通信手段が多様化しており、オフィスに
必要な通信機器は増加しています。このため､ 30 人程
度までの小規撰オフィス等では、機器の増加に伴う機
器コストとスペース確保が課題となっています。
　三菱電機㈱は今回、複数の通信機器を一台に集約し、
カスタマイズしたアプリケーションの追加も可能な三
菱通信ゲートウェイ「smartstar（スマートスター）」
を発売しました。これにより、小規模オフィスなどに
おける低コスト化・省スペース化に貢献します。

新製品・新サービス

多様化する小規模オフイスの通信機能を一台に集約し低コスト化・省スペース化に貢献

三菱通信ゲートウェイ「smartstar（スマートスター）」
三菱電機株式会社は、VPNルーター・無線 LANアクセスポイント・内線電話機能・アプリケーションサーバー
機能を一台に集約した新製品として、三菱通信ゲートウェイ「smartstar（スマートスター）」を4月1日に発売し
ました。

smartstar
（スマートスター）
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■主な仕様

■システム構成例

 

 
 

■商標関連

① OSGiTM は、米国 OSGiTM アライアンスの登録商
標です。

② JavaTM 及び全ての JavaTM 関連製品の商標及びロ
ゴは OracLe Corporation 及びその子会社、関連会
社の米国及びその他の国における登録商標です。

■製品担当

三菱電機株式会社
コミュニケーション・ネットワーク製作所
〒 661-8661 兵庫県尼綺市塚口本町八丁目 1 番 1 号

■お問い合わせ先
三菱電機株式会社　通信事業部　
通信ソリューション営業部
〒 100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
TEL 03-3218-6320　FAX 03-3218-6455

項目 通信ゲートウェイ ｢smartstar｣

寸法 171mm（D）×188mm（H）×40mm（W）（ACアダプタ､ スタンドを除く）

質量 0.5kg 以下（AC アダプタ含まず）

有線 LAN インターフェース WAN × 1、LAN × 4（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T）

無線 LAN インターフェース IEEE802.11b/g/n、2.4GHz、2 × 2 MIMO （内蔵アンテナ）

その他インターフェース USB × 2、アナログ電話ポート× 2

VPN ルーター機能 インターネット接続（IPoE、PPPoE）､IPv4/v6、DNS Proxy、
DHCP サーバー､VPN（IPv4/6 IPsec､L2TP over IPv4 IPsec）、
パケットフィルタリング他

内線電話機能 内線電話（最大同時 16 通話）、代理応答､ コールパーク（保留 ･ 転送）

最大同時外線通話数 2 通話（光電話､ ISDN 電話､ アナログ電話､ IP 電話と通話可能）

アプリケーション追加機能 J2ME、OSGiTM R4.2 対応フレームワーク、
JavaTM アプリケーションサーバー、遠隔ダウンロード

消費電力 運転時最大：15W 以下、待機時：5W 以下

携帯電話接続機能 USB ポートヘ携帯電話 ･ データ通信端末（3G/LTE）を接続可能
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■背景

　従来の画像伝送システムは、通信ケーブルの他に、
システム構築時に電源設備や画像伝送のための伝送設
備の設置が必要であり、災害時の停電や落雷、断線等
による影響を受ける恐れがありました。特に自然災害
発生時は、電力供給が限定されることが想定されてお
り、簡易で信頼性の高いシステムが求められていました。

■内容

　古河電工は、長年培ってきた光ファイバ技術を活用
して、75mW の電源を供給すると同時に、10km 離れ
た場所に画像を低損失で伝送する光給電カメラの製品
化に世界で初めて成功しました。
　古河電工は、これまで光水位計、光浸水検知センサ、
光雨量計といった各種光ファイバセンサの開発と製品
化に取り組んできました。センシングのシステムに光
ファイバを活用する利点の一つに、フィールドに設置

されるセンサと屋内の制御装置が電気的に絶縁される
という特性があります。今回の製品化にあたり、この
点を活かしつつ、光ファイバを使って電力を供給する
システムを開発しました。
 
■特長

　光給電カメラは、給電用と映像伝送用の2本の光ファ
イバを繋ぐだけで、遠隔地にあるセンター装置に面像
を送ることが可能です。使用する光ファイバは、一般
的に通信に使用している SM 型光ファイバです。給電
用に 1480nm、画像伝送用に 1310nm の波長の光を使
用しており、10km 離れた場所から伝送損失 3dB とい
う低損失での画像伝送を実現しました。
　また、監視ポイントに電源設備や画像伝送のための
伝送設備を設置する必要がなく、簡単に設置すること
ができる画像伝送システムです。災害時に発生する停
電や大雨時の落雷等に影響を受けにくいので防災用カ
メラとして活用できます。

■今後

　古河電工では今後、防災活動に積極的に取り組んで
いる地方公共団体等を中心に提案していき、将来的に
は産業用用途として、さらなる高機能（低損失、長距離）
な製品化に取り組むとともに、本製品の 2015 年度ま
での売上目標は 1 億円を目指すとしています。

電源ケーブル不要で画像伝送システムを構築

古河電工、光ファイバで電源を供給して画像伝送する
光給電カメラを製品化

システム構成

古河電気工業株式会社（古河電工）は、光ファイバを使って電源を供給し、画像を伝送する光給電カメラの製品化
に世界で初めて成功しました。2 本の光ファイバを接続するだけで、画像を約 10km 離れた遠隔地に伝送するこ
とが可能です。
監視地点に電源や伝送といった付帯設備を設置する必要がないため、災害時や防災用途に活用できます。
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　平成 26 年度第 2 回工事担任者試験が一般財団法人日本データ通信協会より公示されましたので、下記のとお
りご案内いたします。

国家資格試験・電気通信設備　平成26年度第2回工事担任者試験のご案内

1．試験実施日
平成 26 年 11 月 23 日（日曜日）

2．試験実施地及ぴ試験会場
（1）試験実施地　

旭川、札幌、青森、盛岡、仙台、秋田、郡山、小山、
土浦、さいたま、市川、東京、横浜、新潟、富山、
金沢、甲府、長野、静岡、名古屋、津、京都、大阪、
神戸、和歌山、米子、岡山、広島、周南、徳鳥、
高松、松山、福岡、大村、熊本、宮崎、鹿児島、
那覇の各都市で行われます。

（2）試験会場　　受験票により通知されます。

3．試験申請の受付期間及ぴ受付時間
（1）受付期間　

ア　申請書による申請
　　平成 26 年 8 月 1 日（金）から 9 月 1 日（月）

までです。
　　ただし、実務経歴による試験科目の免除申請

を伴う試験申請は8月1日（金）から8月20日（水）
までです。
（平成 17 年 8 月以降に経歴証明書を提出し、
科目免除を認められた場合で同―種別の試験
を申請するときは、9 月 1 日（月）の締切りと
なります｡）

イ　インターネットによる申請　
　　平成 26 年 8 月 1 日（金）から 9 月 8 日（月）

までです。
　　なお、インターネット申請の試験手数料払込

期限は、平成 26 年 9 月 9 日（火）までです。
（2）受付時間　

ア　 （―財）日本データ通信協会各事務所の窓口
における受付時間は、上記（1）アの受付期間
中の平日の午前 9 時から午後 5 時までです。

イ　インターネットによる受付時間は、上記（1）
イの受付期間の終日です。

4．試験申請の手続き及び試験手数料の払込方法
（1）申請書による申請の場合

　　工事担任者試験申請書（兼振替払込受付証明書）
に必要事項を記入して、郵便局の窓口で試験手数

料を払い込んだ後、工事担任者試験申請書（兼振
替払込受付証明書）は添付した桃色封筒を利用し
て、下記 5（2）の当協会電気通信国家試験センター
ヘ郵送してください。試験手数料については、（―
財）日本データ通信協会各事務所の窓口でもお取
扱いします。なお、全ての試験科目についての試
験免除の申請（以下「全科目免除」という。）及び
実務経歴による試験科目の免除を伴う試験申請は、
申請書による申請に限ります。

（2）インターネットによる申請の場合
インターネットによる申請入力の際の試験手数
料の払込方法
①銀行を選択した場合は、指定された（―財）

日本データ通信協会の銀行口座に全国銀行協
会加盟の銀行の窓口又は ATM で払い込んで
ください。なお、―括申請の場合も利用でき
ます。

②コンビニエンスストアを選択した場合は、ス
マートビットカードのカード番号を入力し、
コンビニエンスストア（ローソン、ファミリー
マート、スリーエフ、ミニストップ、サーク
ル K、サンクスの各店舗に限ります｡）で払い
込んでください。ただし、一括申請の場合は
利用できません。

③郵便局を選択した場合は､ 郵便局備え置きの
一般用の払込取扱票用紙に必要事項を記入し､

（―財）日本データ通信協会の振替口座に郵便
局の窓口で払込みをお願いします。

　なお、一括申請の場合も利用できます。
④試験手数料については、（―財）日本データ通

信協会各事務所の窓口でもお取扱いします。
　なお、全科目免除及び実務経歴による試験科

目の免除申請を伴う試験申請をする場合は、
インターネットによる申請の受付は行いませ
ん。ただし、平成 17 年 8 月以降に経歴証明書
を提出し、科目免除を認められた場合で同―
種別の試験を申請するときは、インターネッ
トによる申請の受付を行います。

5．試験申請書の頒布及び証明書類の提出
（1）申請書類の頒布　
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　　試験申請書その他必要書類は、下記（―財）日
本データ通信協会各事務所の窓口又は郵送等（送
料申請者負担）により無料頒布します。

（2）証明書類の提出　
　　科目免除申請をする場合に必要な証明書類等は、

次の事務所に提出（郵送可）してください。
事務所：（―財）日本データ通信協会　電気通信
　　　　国家試験センター
所在地：〒 170-8585　東京都豊島区巣鴨 2-11-1　
　　　　巣鴨室町ビル 6 階
電話番号：03-5907-6556

6．試験種別
（1）AI 第一種　（2）AI 第二種　（3）AI 第三種
（4）DD 第一種　（5）DD 第二種　（6）DD 第三種
（7）AI・DD 総合種

7．試験科目及ぴ出題方式
（1）試験科目
　ア　電気通信技術の基礎
　イ　端末設備の接続のための技術及び理論
　ウ　端末設備の接続に関する法規

（2）出題方式　　択一方式（マークシーﾄ方式）

8．試験手数料
8,700 円　（1 試験種別当たり）
試験申舗受付後は、お返しされません。
注　全科目（基礎、法規、技術）の免除申請料は 5,600

円（平成 25 年 2 月 1 日　改正）。

9．科目免除
　科目合格者、―定の資格又は実務経歴等を有する
者及ぴ認定学校卒業者等は、申請により試験が免除
される科目があります。
　全科目免除申請については、（―財）日本データ
通信協会電気通信国家試験センターのホームページ

（http://www.hiken.dekyo.or.jp/）でご確認下さい。

10．試験綸果の通知
　試験結果は、（―財）日本データ通信協会が試験結
果通知書により受験者全員に通知します。
　また、（―財）日本データ通信協会電気通信国家試
験センターのホームページ（http://www.hiken.dekyo.
or.jp/）でも合否の検素ができます。

試験実施地 事務所 所在地 電話番号
旭川、札幌、青森、盛岡、仙台、秋田、
郡山、小山、土浦、さいたま、市川、
東京、横浜、甲府

（―財）日本データ通信協会
電気通信国家試験センター

〒170-8585
東京都豊島区巣鴨 2-11-1
巣鴨室町ビル 6 階

03-5907-6556

新潟、長野、富山、金沢 （一財）日本データ通信協会
信越支都

〒 380-0872
長野県長野市妻科 426-1
長野県建築士会館 5 階

026-235-6025

静岡、名古里、津 （一財）日本データ通信協会
東海支部

〒 461-0011
愛知県名古屋市東区白壁 3-12-13  
中産連ビル新館 5 階

052-939-1274

京都、大阪、神戸、和歌山、米子、
岡山、広島、周南

（一財）日本データ通信協会
近畿支都

〒 540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋 7-3　
郵政福祉内本町ビル 4 階

06-6946-1046

徳島、高松、松山 （一財）日本データ通信協会
四国支部

〒 790-0066
愛媛県松山市宮田町 131-1
松山第一ビル 2 階

089-946-4160

福岡、大村、熊本、宮崎、鹿児島、
那覇

（一財）日本データ通信協会
九州支都

〒 860-0012
熊本県熊本市中央区紺屋今町 2-23
第 2 コーヨービル 7 階

096-311-1893

注 1：平成 22 年度第 2 回工事担任者試験の受験申請用の「受験の手引き」から、同封される試験申請書兼振替払込受
付証明書等（3 連式）に記載されている（財）日本データ通信協会の口座記号番号は変更され、口座記号番号

「00180-7-739741」は、使用できません。
注 2：全科目免除の申請などで、以前の「受験の手引き」をお持ちのお客様は、同封の口座記号番号「00180-7-739741」が記

載されている試験申請書兼振替払込受付証明書等（3連式）では、試験手数料の払込みができませんのでご注意願います。

11．申請の手続き及び受験に関する問い合せ先
　申請の手続き及び受験に関する問い合せは、試駿実施地（受験希望地）を受け持つ下記の各事務所で受付を行
います。



電気通信の安全性・信頼性を確保する 
「工事担任者」の力が
今、求められています。

電気通信設備

工事担任者試験
第2回試験実施日

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

http://www.shiken.dekyo.or.jp/ shiken@dekyo.or.jp

〒170-8585 東京都豊島区巣鴨2-11-1 巣鴨室町ビル6F　TEL 03-5907-5134　FAX 03-5974-0096

ホームページホームページ メールアドレスメールアドレス

試 験
実施地

科 目
免 除

試 験
手数料

全国38ヶ所を予定

AI・DD総合種  DD第一種～第三種
AI第一種～第三種

試 験
種 別

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。

12月15日（月）

平成26年度平成26年度

8,700円（全科目免除5,600円）

年平成 月 日（日）26 2 31 1 2 31 1

国家試験

1G1G平成25年2月から

DD3種・2種で工事範囲に
（インターネット接続に限り）

申請書の請求、試験に関してのお問い合わせは

平成26年

試験に関する重要事項に関しては当協会から配布する、「試験実施要領」、「受験の手引き」、または下記協会ホームページでご確認ください。

申請区分

インターネット申請

郵  送  申  請

申請内容

実務経歴の申請がない場合

実務経歴の申請がない場合

実務経歴の申請がある場合

申請受付期間

平成26年8月1日（金）
～9月8日（月）

平成26年8月1日（金）～9月1日（月）

平成26年8月1日（金）～8月20日（水）

平成26年9月9日（火）
まで 

試験手数料払込期間

申請書受付期間

2 31 1 2 31 1

合 否
発 表





26

　キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形
成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対し
て職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓
練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度で
す。

自社の人材育成と労働者のキャリア形成のために、

ぜひ、ご活用ください。

１．制度の概要
・原則は中小企業の事業主が助成対象ですが、大企

業の事業主も助成対象となるコースがあります。
・事業主団体（協会や組合などの団体）が、傘下の

事業主（会員や組合員）が雇用する労働者に対して、
訓練を実施した場合の助成メニュー（「団体等実施
型訓練」）があります。

■助成メニュー

◎以下、特に活用が多い事業主向け「一般型訓練」

の助成について説明します。

２．支給額
■助成額・助成率

■支給限度額

［賃金助成の限度額］

　・賃金助成（1 人１コース当たり）＝ 1,200 時間

［経費助成の限度額］（１人１コース当たり）

～企業の社員教育・人材育成の取り組みに助成金！～
厚生労働省「キャリア形成促進助成金」のご案内 

厚生労働省・キャリア形成促進助成金のご案内

厚生労働省では、従来から人材育成に関する助成を実施してきましたが、25年度補正予算の成立に伴い、平成
26年3月1日から「キャリア形成促進助成金」が改正され、内容の拡充が図られましたのでご案内いたします。

支給対象となる
訓練 対象 訓練内容

❶政策課題対応
型訓練

① 成 長 分 野
等 人 材 育 成
コース

大企業・
中小企業

健康・環境などの成長分野
等での人材育成のための訓
練

② グ ロ ー バ
ル 人 材 育 成
コース

海外関連業務に従事する
人材育成のための訓練

③ 育 休 中・ 復
職 後 等 能 力
アップコース

育児休業中・復職後・再
就職後の能力アップのた
めの訓練

④若年人材育
成コース 中小企業

採用後５年以内で、35 歳
未満の若年労働者への訓
練

対象 20 時間以上
100 時間未満

100 時間以上
200 時間未満 200 時間以上

中小企業 7 万円 15 万円 20 万円

支給対象となる
訓練

賃金助成
（1 人１時間当たり） 経費助成

一般型訓練 Off-JT 400 円 1/3

⑤熟練技能育
成・承継コー
ス

中小企業

熟練技能者の指導力強化、
技能承継のための訓練、
認定職業訓練

⑥認定実習併
用 職 業 訓 練
コース

厚生労働大臣の認定を受
けた OJT 付き訓練

⑦ 自 発 的 職
業 能 力 開 発
コース

労働者の自発的な能力開
発に対する支援

❷一般型訓練 中小企業 政策課題対応型訓練以外
の訓練

❸団体等実施型
訓練 事業主

団体等

事業主団体などが行う、
若年労働者への訓練や熟
練技能の育成・承継のた
めの訓練
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■受講数の制限

　助成対象となる訓練コース数は、１人当たり１年

度３コースまでです。

■１事業所の支給額

　１事業所が１年度に受給できる助成額は、最大 500

万円です。

３．支給対象
■支給対象となる労働者

　訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一
覧」に記載のある雇用保険被保険者で、訓練実施期
間中において雇用保険被保険者であることが必要で
す。 
　また、訓練を受講した時間数が、助成対象訓練時
間数の８割以上であることが必要です。 

■支給対象となる経費

（1）事業内訓練 

・社外の講師への謝金・手当（１時間当たり３万
円が上限）

・施設、設備の借上費
・学科や実技の訓練に必要な教科書などの購入・

作成費
（2）事業外訓練　 　

・受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書
代など

・あらかじめ受講案内などで定めているもの。

■支給対象賃金

・訓練期間中の賃金について、賃金助成の対象とし
ます。 

■対象となる事業主（次のすべての要件を満たす必要
があります）
・雇用保険適用事業所の事業主であること

・事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年

間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を

労働者に周知していること

・職業能力開発推進者を選任していること

・支給対象経費を事業主が全額負担していること

４．申請の流れ

　①訓練計画の策定

・「事業内職業能力開発計画」を策定
・「職業能力開発推進者」を選任

　　　　　　
　②必要書類を労働局へ提出

・「年間職業能力開発計画」及び「訓練実施計画届」
を作成

・上記書類に「訓練別対象者一覧」「訓練カリ
キュラム」など必要書類を合わせて、訓練実
施１か月前までに労働局へ提出

　③職業訓練を実施

・「年間職業能力開発計画」に基づいて職業訓
練を実施

　④支給申請書の提出

・訓練終了後 2 カ月以内に「支給申請書」に必
要書類を合わせて労働局へ提出

　⑤助成金の受け取り

　　・審査のうえ支給を決定

７．お問い合わせ

①キャリア形成促進助成金のご案内は、労働省ホー
ムページ（http://www.mhlw.go.jp/）のサイト内
検索から「キャリア形成促進助成金」へ

　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

②キャリア形成促進助成金の要件や申請手続きの
詳細については、各都道府県の労働局（助成金担
当）へ

多くの都道府県でも事業主や団体が実施する職業

訓練に独自の助成金を支給しています。各都道府
県のサイト又は担当窓口でご確認ください。

お知らせ !!
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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
0084 オカツウエレクトロニクス㈱ 中国 http://www.okatsuelec.co.jp/ 086-245-4811

LAN認定会員のご紹介

協会が会員企業の LANの設計・ 施行に関する技術・ 知識と実践力を認定する「LAN認定」に、5月31日現在で79社が
認定されています。
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◎　会社名　　スターティア株式会社　（平成26年4月18日入会）
　　所在地　　東京都新宿区　　
　　代表者　　本郷 秀之　　
　　TEL　　　03-5339-2101
　　事業内容　OA機器販売事業、NW機器販売事業、Webソリューション事業
　　URL　 　  http://www.startia.co.jp

◎　会社名　　扶桑電通株式会社 八戸営業所　（平成26年4月21日入会）　
　　所在地　　青森県八戸市　　
　　代表者　　阿部 一博　　
　　TEL　　　0178-44-1855
　　事業内容　通信、電子機器の販売及びシステム設計、開発。ソフトウェア、ハードウェアのメンテナンス
　　URL　 　  http://www.fusodentsu.co.jp/

◎　会社名　　扶桑電通株式会社 山形営業所　（平成26年4月22日入会）　
　　所在地　　山形県山形市　　
　　代表者　　押野 卓治　　
　　TEL　　　023-623-9572
　　事業内容　通信機器、電子機器の販売・設計施工・保守。システム開発・ファシリティ関連
　　URL　 　  http://www.fusodentsu.co.jp/

◎　会社名　　北信テレネックス株式会社 東北出張所　（平成26年4月22日入会）　
　　所在地　　宮城県仙台市　　
　　代表者　　沖津 昌弘　　
　　TEL　　　022-290-3739
　　事業内容　電気通信設備、情報機器の販売・工事・保守
　　URL　 　  http://www.telnex.co.jp

◎　会社名　　弘西商事株式会社　（平成26年4月23日入会）　
　　所在地　　東京都葛飾区　　
　　代表者　　葛西 雅彦　　
　　TEL　　　03-5668-6580
　　事業内容　電気通信設備（PBX、無線、LAN）及びセキュリティ設備の施工

◎　会社名　　株式会社電研社 仙台営業所　（平成26年4月25日入会）　
　　所在地　　宮城県仙台市　　
　　代表者　　高橋 潔　　
　　TEL　　　022-390-7825
　　事業内容　ケーブル吊架工事に関わる部材の製造販売及び屋外情報通信配線材料・測定機器類の販売
　　URL　 　  http://www.denkensha.co.jp

◎　会社名　　株式会社シーエスコミュニケーション　（平成26年4月28日入会）　
　　所在地　　大阪市淀川区　　
　　代表者　　牧草 亮輔　　
　　TEL　　　06-4806-7287
　　事業内容　ネットワーク構築・導入展開・保守サービス・簡易工事、プロダクト販売
　　URL　 　  http://www.cs-com.co.jp

新会員（平成26年4月1日~平成26年5月31日）



31

井上新一氏が電気通信協会賞を受賞

　電気通信事業及びこれに関連する事業の振興に寄
与された方々の功績を顕彰する第 55 回電気通信協会
賞の顕彰式が、5 月 20 日（火）に東京都港区の明治
記念館で行われ、本部理事（東海地方本部長）の井
上新一氏が受賞されました。
　井上氏は昭和 48 年 8 月に第一電話設備㈱に入社し、
通信機器の販売・工事並びに PBX の販売・設計・施工・
保守に従事した後、昭和 50 年に同社の取締役に就任、
専務取締役を経て平成 7 年に代表取締役社長に就い
て現在に至り、37 年余の永きに亘り情報通信設備業
界の発展に貢献されました。
　その間、昭和 50 年代には、当時では画期的であっ
た分散型交換機の導入販売に積極的に取り組みなが

ら、昭和 50 年 3 月に当協会の前身である全国 PBX
設備協会に入会し、平成 16 年に東海地方本部監事に
就任して、平成 17 年には協会本部の監事を、更に 18
年には東海地方本部の幹事に、また 20 年には本部理
事、更には 22 年に副理事長に就任し、昨年 6 月には
財務企画委員長を兼務して、協会活動を再評価する
ために「会員アンケート調査」を実施し、会員の意
見を今後の協会事業に積極的に反映するよう努めて
います。
　また、東海地方本部においては、会員企業の次期
経営者の育成を図るため昭和 56 年に青年部会を発足
し、以後、青年部層の指導と支援活動を行っています。

喜びの井上氏（左）と網谷会長



32

活動報告

平成26年度第1回理事会模様
１．日時　　　平成 26 年 5 月 14 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、宮川欣丈、鈴木潔、
　　　　　　　今井秀昭、長谷川浩正、松山仁、吉本幸男、
　　　　　　　山田恭郎、藤田義明　の各理事
４．網谷会長挨拶要旨
　5 月に入って企業の決算発表が相次いでいるが、上場企業を
見ると昨年に比べ 40%の増益となっており、また、4 月の消費
税増税による落ち込みも前回の 97 年の時より小さいと言われ、
来年にはリーマンショックの前に戻るという見方も出ている
が、中堅・中小のところまで十分に波及しているとは言い難
い現状である。安倍首相の成長戦略は、規制改革や法人税改革、
人口減少対策等について、道筋がきちんと示されるかどうか
が鍵になってくると思われるが、経済の回復が途切れない様
期待したい。
　昨年の会員アンケートで会員皆様の要望はほぼ把握できた
が、今年はそれに応える施策を着実に実行する年だと思う。
最大の懸案である会員の拡大については、特に各地方本部が
強力に取組まないと実現できない。会員に一番近い地方本部
の活動が大事であり、情報の発信や会員交流などの積極的な
取組みをお願いしたい。また、長年の課題である工事担任者
の建業法への反映について今取組み中である。所轄官庁が異
なることもありなかなか一朝一夕には進まないが、引き続き
努力していきたい。
　NTT が昨日の決算発表で、光回線を卸売りにするという方
針を明確にした。これまで NTT 自身が小売を行い 1,800 万回
線まできたが、ここで小売りから手を引きいろいろな方に売っ
て頂くという判断だと思うが、これは NTT グループ事業の大
転換であり、会員にとっても、これまでは代理店として販売
手数料を得るという形であったものが変わってくる。順調に
行けば秋頃には具体的になると思う。会員の会社が卸で買っ
て、それにサービスを付加してお客に売るという事が可能に
なる。また 1 ギガのサービスも出始めている。先日ある会員
とお話しをしたが、1 ギガレベルの工事は工事担任者資格がな
いとできないという話しも聞いた。これもいろいろなオポチュ
ニティーが出てくる可能性があることであり、その点も視野
に入れながら協会は会員の力になれる事をやっていく必要が
ある。
４．審議内容

（1）第 60 回定時総会議案について
　「平成 25 年度事業報告 < 総会第 1 号議案 >」、「平成 25 年度
決算報告 < 総会第 2 号議案（1）>」、「平成 25 年度監査報告
< 総会第 2 号議案（2）>」、「平成 26 年度事業計画 < 総会第 3
号議案 >」、「平成 26 年度収支予算計画 < 総会第 4 号議案 >」、

「役員の選任 < 総会第 5 号議案 >」について、提案どおり決定
した。

（2）平成 25 年度公益目的支出計画実施報告（案）について
　「平成 25 年度公益目的支出計画実施報告（案）」について、
第 60 回定時総会の承認後、速やかに内閣府に報告することを
決定した。

（3）総会スケジュール等
　「第 60 回総会スケジュールと理事の担務」及び「第 60 回定
時総会招待者名簿」について、提案どおり決定した。

（4）入会金及び会費基準の改定について
　東海地方本部の「入会金及び会費基準」の改定について、
提案どおり決定した。

（5）通常会員の入退会について
　平成 26 年 4 月 1 日から 5 月 13 日に入会申込書が提出され
た 7 社の入会を決定した。
　関東地方本部　　スターティア株式会社
　東北地方本部　　扶桑電通株式会社八戸営業所
　東北地方本部　　扶桑電通株式会社山形営業所
　東北地方本部　　北信テレネックス株式会社東北出張所
　関東地方本部　　弘西商事株式会社
　東北地方本部　　株式会社電研社仙台営業所
　関西地方本部　　株式会社シーエスコミュニケーション

（6）会員状況定期報告及び 26 年度収支改善について
　25 年度第 4 回理事会（26.3.12）決定に基づき、各地方本部
の会員拡大及び収支改善取り組み状況の定期報告について、
提案どおり決定した。

平成26年度第2回理事会模様
１．日時　　　平成 26 年 6 月 11 日（水）　
　　　　　　　16 時 20 分〜 16 時 30 分
２．場所　　　メルパルク東京
３．出席理事　網谷駿介、井上剛毅、長田修一郎、井上新一、
　　　　　　　岩本房幸、大輪堅一、樋口正仁、
　　　　　　　田中優治、江角優、新矢邦彰、阿部准定、
　　　　　　　竹内聰、永井英晴、宮川欣丈、
　　　　　　　今井秀昭、長谷川浩正、松山仁、髙瀬幸雄、
　　　　　　　木村清高、山田恭郎、藤田義明、
　　　　　　　吉本幸男、栩谷晴雄　の各理事
3.　出席監事　福島和義、立川昭二、平野毅　の各監事
４．審議内容

（1）役付役員の選出　
　第 60 回定時総会における理事の選任に伴い、次の役付役員
を選任した。
　網谷駿介     （会　長）（代表理事）
　井上剛毅     （理事長）（代表理事）
　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）（業務執行理事）

（2）従たる事業所の変更
　中国地方本部の移転について承認した。
　中国地方本部　
　　現住所　　　広島市安佐北区落合 1 丁目 2 番 30 号
　　新住所　　　広島市南区皆実町 1 丁目 10 番 2 号
　　移転時期　　平成 26 年 6 月 11 日
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　会員数は昭和60年度をピークに年々減少を続け、
平成25年度末には627（全国計）となり、5月 14
日（水）に開催した本部の26年度第1回理事会では、
26年度の重点取り組み項目の一つとして「会員の
退会防止並びに新規会員の獲得」を決定し、平成
26年度末「700会員」を目標に、各地方本部ごと
の目標値を設定して一声運動などの会員増強に取
り組むこととしました。

　また、6月 11日（水）の第60回定時総会では、
昨年実施した「会員アンケート」の結果を受けて
「会員への情報発信」や「会員交流の促進」の取り

組みを26年度事業計画の一つとして決定し、会員
に役立つ事業、会員が参加できる事業を推進して
いくこととしましたが、併せて、協会活動を更に
充実していくためには、協会の基盤である会員数
の拡大が欠かせません。

　すでに、各地方本部では役員を中心に会員増強
に取組んでいるところですが、会員の皆様におか
れましても、一人でも多くの仲間を増やすため、
同業や情報通信に関係する取引先様などに入会の
お声かけをしていただけます様、ご協力のほどお
願い致します。
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26 年度（26 年 5 月末現在） 
地方 

本部 

25 年度末

会員数 

年間拡

大目標 入会 退会 
増減 

実績 
会員数 

関東 251 27  2  1  1  252  

信越 7 1  0  0  0  7  

東海 89 9  0  2  －2  87  

北陸 19 2  0  0  0  19  

関西 76 8  2  0  2  78  

中国 54 5  0  0  0  54  

四国 50 5  0  0  0  50  

九州 25 3  0  0  0  25  

東北 28 3  4  0  4  32  

北海道 28 3  0  0  0  28  

合計 627 66  8  3  5  632  

地方本部 25 年度末
会員数 年間拡大目標

26 年度（26 年 5 月末現在）
入会 退会 増減実績 会員数

関東 251 27 2 1 1 252 
信越 7 1 0 0 0 7 
東海 89 9 0 2 － 2 87 
北陸 19 2 0 0 0 19 
関西 76 8 2 0 2 78 
中国 54 5 0 0 0 54 
四国 50 5 0 0 0 50 
九州 25 3 0 0 0 25 
東北 28 3 4 0 4 32 
北海道 28 3 0 0 0 28 
合計 627 66 8 3 5 632 

会員状況（平成26年度5月末）
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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
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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
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サッカーワールドカップが開幕し、連
日、日本中がＴＶに釘付けとなっている
が、日本が2戦目の6月20日は、朝7時の
開始に合わせて通勤ラッシュが2時間
ほど早まり、5時代の電車もかなり混雑
していた。
　コートジボワールのラムシ監督が、6
月20日の日本との初戦の前に、TVのイ
ンタビューで「チームを強くするには？」
と聞かれて、選手に「①規律を守る、②
新たな戦術を考える」の2点を徹底さ
せることと答えていたが、日本でも経営
者が講演や本で話している内容と通
じるものがあり、再認識させられたとこ
ろである。

（編集委員）

編集後記


