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ITCA憲章

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

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

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

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

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

ビス力の向上を支援します。

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

ITCA 憲章
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FRONT VOICE

扶桑電通株式会社
代表取締役社長　児玉　栄次

『ＩＣＴコンビニサービス』の展開

初秋の候、会員の皆さまにおかれましては、益々
のご清栄のこととお喜び申し上げます。

昨今、大手を中心に好調な企業業績の推移が報
じられるなど、消費税増税、中東政情不安からくる
原油価格高止まりなどの懸念材料がありながらも成
長路線が定着しつつあります。設備投資についても、
積極的な計画をされている企業が増加しています。

ICT 分野は、クラウドによるアプリケーションの
サービス化、モバイル環境によるクライアントとし
てのスマートフォン / タブレット PC 活用が進展し
ています。企業内コミュニケーションでの FMC に
よるスマートフォンの内線化、構内モバイル環境整
備での配線の有線から無線への移行、LAN を構成
するルータ・スイッチは “SDN” 技術とソフトウェア
により機能実現されるオープン化へ移行、また、主
要キャリアによる IP-PBX サービスの提供など、新
たな技術が次々と登場し、選択肢がますます広範に
多様化してきています。

この経済環境の変化、技術の変化の中で、これま
でと変わらず、お客様を支え、お客様とともに事業
を発展していくのが我々の日々の事業使命であり究
極のテーマです。

当社は、創業以来 66 年に渡り、全国で 3 万社を
超えるお客様にご愛顧いただいています。これまで
培ってきた経験・ノウハウに基づいたネットワーク、
ソリューションおよびファシリティの多岐にわたる
分野の実績あるサービスを、全国 54 か所の拠点から、
営業・技術のスタッフが連携して、コンサルティン
グから設計、施工、システム開発、運用、保守まで
ワンストップで提供しております。

お客様の ICT 担当者は、日々、技術の進歩など内

外の環境の変化に対する多様なニーズに対応し、ま
た現場や経営者の要望等、多岐にわたる課題を解決
する様々な情報を入手して、課題の解決を行ってい
ます。このようなお客様の煩雑な作業を軽減するた
めに、当社では技術・経験・サービス実績などを整
備体系化して『ICT コンビニサービス』と総称し、
本年 7 月より公開いたしました。いつでも、どこで
も様々なサービスを利用できる、あたかも “ コンビ
ニ ” のような利便さを感じていただける仕組みにな
ればと思っております。ホームページ上に専用サー
ビスサイトを開設して、サービス毎にシステムの情
報に加え、実際に導入していただいているお客様の
声をビデオなどで紹介し、サービスをより理解して
いただけるよう公開しています。当初は自社開発の
パッケージを中心とした公開で、提供できるサービ
スのほんの一部しか掲載出来ていませんが、順次掲
載サービスを追加するとともに、お客様の悩みに応
じた解決策を検索しやすくする仕組みも考えてまい
ります。

ICT に関する課題解決に向け、誠心誠意、お客様
に寄り添い、お客様のお役に立つこと、を当社の企
業理念として掲げています。この理念を当社の価値

（ブランド）としてより多くのお客様に認知してい
ただけるよう事業を進めてまいります。当然、多岐
にわたる仕事を当社一社ですべて行うことはできま
せんので、会員のみなさんには従前にも増していろ
いろご協力ご指導をお願いしたく存じます。

最後に、皆様の事業のますますのご繁栄とご健勝
をご祈念申し上げます

注）「ICT コンビニサービス」は扶桑電通（株）の登録商標です。
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業界ニュース　6月 

2日（月） 中央官庁や企業のセキュリティ体制強化、バブル到来か
日経産業 自民党議員らは国やインフラ事業者を対象にセキュリティを高める責務や施策を定める基本法の成立を目指している。

2日（月） ウェアラブル端末、2019年度までに急速に普及　─野村総合研究所予測
日刊工業 17年度までにはサービス提供ツールとして重要度が増し、18年度以降はセンサー同士が連携したサービスが提供されると予測。

3日（火） 日本マイクロソフト、自社開発タブレットの新製品「サーフェスプロ3」を発表
日経産業 画面サイズを現行機種の10型から12型に拡大し、薄型、軽量化を実現。新開発のスタンドは好きな角度に変えられる。

4日（水） サイバー攻撃の脅威が深刻化、日本の被害は世界4位　─米シマンテック調査
日経産業 機密情報を盗む「標的型攻撃」を受ける企業や団体は9割にのぼり、ネット銀行の口座情報を狙う攻撃も悪質さを増している。

4日（水） 米アップル、パソコン向けの新基本ソフト「マックOSX ヨセミテ」を発表
日経産業 デザインを「iOS」に近づけ、iOSを搭載するiPhoneなどとの間でファイルや情報のやりとりをしやすく、連携を強化した。

4日（水） ケイ・オプティコム、モバイル通信サービスの先行予約申し込みが1万件を超える
日刊工業 スマートフォンとLTEデータ通信、音声通話を月額3590円から利用可能。初年度に10万件の契約を目指す。

6日（金） 台湾のノートパソコン製造各社、脱パソコンを急ぐ
日経産業 台湾のEMS（受託製造）会社は世界のノートPCの8〜9割を生産。サーバー事業や医療機器分野などを開拓する。

10日（火）世界ICTサミット2014開幕、ビッグデータ時代本番
日経産業 テーマは「データサイエンスが拓く未来社会」。ビッグデータ時代が本番を迎え、そのインパクトを議論した。

10日（火）新日鉄住金ソリューションズ、製造現場への眼鏡型端末の導入を検証
日経産業 同社が開発したシステムは作業担当者が装着した眼鏡型端末の画面と通じて遠隔地から組み立て手順などについて指示できる。

11日（水）NTTドコモ、SIMカードを複数のスマホで使いやすくする機器を開発
日経産業 ブルートゥースに対応し、SIMカードの入っていないスマホで通話やメールなどが可能となる。

12日（木）家電量販大手各社、中国ファーウェイ製スマホとSIMカードのセット販売に参入
日経産業 LTEに対応するファーウェイの「アセンドG6」と格安「SIMカード」のセットで各社ブランドのスマホを売り始める。

13日（金）KDDI、「SDN」技術を活用した企業向け広域ネットワークサービスを発表
日刊工業 新サービスは顧客が専用機器を設置することなく導入でき、最新のセキュリティ機能も利用可能。

16日（月）台湾エイスース、2割小型化の7型タブレットを発売
日経産業 アンドロイド搭載の7型タブレットで、従来機種より約2割小型化した。想定価格は税別1万8500円に抑えた。

16日（月）国内MVNO市場規模、2013年度末で契約回線数が前年度比42.7％増　─MM総研
日刊工業 1480万回線となり、売上額も31.9％増の4710億円。独立系MVNO事業者によるSIMの契約回線数が伸びた。

17日（火）「ウィンドウズ・サーバ2003」のサポート切れ残り1年、対策急務
日刊工業 サーバー上ではさまざまな基幹業務が動いていることから、移行には時間がかかり、早めの対処が肝心となる。

18日（水）NTTコムやKDDIなど、SDNを活用したクラウド型法人サービスに相次ぎ参入
日経産業 企業ネットを簡単に構築・運用できる点を売りにし、作業期間の短縮や費用低減が見込める。

20日（金）2014年産業分野別国内IT投資、製造・流通などがマイナス　─IDCジャパン予測
日経産業 「ウィンドウズXP」買い替え需要の反動が影響。一方で、医療や情報サービス、官公庁などはプラス成長の見通し。

20日（金）国内IT各社、「マイナンバー」制度をめぐる受注競争が動き始める
日経産業 総額3兆円とも言われる関連市場で、夏頃から入札や商談が本格化し、15年初めにピークを迎える見込み。

26日（木）KDDI、定額制音声通話サービスなどの新料金プランを発表
日刊工業 音声通話は他社と横並びの月額料金を採用。データ料金プランは通信容量に応じて6段階に細分化する。

30日（月）総務省、携帯電話の「SIMロック」を原則解除させる方針を固める
日刊工業 2010年6月に指針が示されたが義務化が見送られ大きく進んでいないため、抜本的な見直しが必要と判断した。
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　「ウィンドウズXP」に続き、2015年 7月 15日（日本時間）
のサポート切れまであと1年程度と迫った米マイクロソフト
のサーバ用基本本ソフト（OS）「ウィンドウズ・サーバ2003」。
サーバー上ではさまざま基幹業務が動いている。移行には時
間がかかるため、そろそろ移行準備に着手しないと間に合わ
なくなる。何も対策を打たない場合、XPをそのまま使い続け
た場合に比べても大きなリスクを背負うことになる。OS移行
は社内の業務システムを再点検する好機でもある。早めの対
処が肝心だ。

高まるリスク
日本マイクロソフトの推定によると、ウィンドウズサーバ

の用途で最も多いのが基幹系の業務アプリケーション（応用
ソフト）で、全体の 4 分の 1 弱を占める。業務アプリを日中
の営業時間内に止めるわけにはいかないので、サーバー移行
は連休や長期休暇に実施することが望ましい。サポート切れ
から逆算すると移行のタイミングはそれほど多くない。終了
間近になると技術者の確保も難しくなる。
　何の対策も打たないままサポートが切れた場合、どのよう
なリスクがあるのか。大きいのはセキュリティーの問題だ。
更新プログラムの配布がなくなるので OS の脆弱性を狙った標
的型サイバー攻撃を防げなくなる。ひとたびマルウエア（悪
意のあるソフト）に感染してシステムが止まれば社内全体の
業務がストップする可能性もある。
　端末と違ってネットワークから隔離することも難しい。対
策に時間をかけているうちに、ネットワークで接続する他の
企業にも感染を広げかねない。

移行のメリット
　最新 OS への移行は IT 予算を減らせるメリットがある。た
とえば「ウィンドウズ・サーバ 2012」に搭載している仮想化シ
ステム「ハイパー V」を活用して複数のシステムを 1 台の物理
サーバーに集約し、設置台数を減らすことも可能だ。最新 OS
はマルウエアの感染率も低くセキュリティー向上にもつながる。
また、メールサーバーなど非基幹系のシステムは、複数の企業
などがシステム資源を共有するパブリック型クラウドに移すこ
とも選択肢に入る。「スマートフォンの活用など、新しい IT 活
用の形に見合ったシステムヘの切り替えを考えてほしい」（日
本マイクロソフトサーバープラットフォームビジネス本部）。
 
まず“棚卸し”

ウィンドウズ・サーバ 2003 を搭載したサーバーは 1 年前の
段階で約 36 万台。このうち相当数が移行を済ましていると見
られる。残されているのは「サポート終了を認知していても『ど
うしたら良いのかわからない』という企業だ」（同）。そこで
同社では移行に二の足を踏む企業に対し、まずは搭載サーバー
の台数や用途、場所といった棚卸し作業に着手することを勧
めている。「どこで、何に使っているのか把握できれば移行の
仕方を切り分けることができる」（同）。
　個別構築型の業務アプリが最新 OS 上で動くとは限らず、開
発をやり直す必要が出てくる可能性もある。アプリが起動で
きるだけではなく、すべての機能が間違いなく利用できるか
を確認する作業も手間がかかり、特に予算と人員が限られる
中小企業にとっては頭の痛い問題だ。
　最適解を求めつつ、できるだけ投資を抑えるためにも早め
の対処が必要と言えよう。

ウィンドウズ・サーバ2003　　サポート終了 カウントダウン
残り１年 対策急務　　IT予算 再点検の好機

6月17日（火）
日刊工業

　社会保障と税の共通番号（マイナンバー）制度を巡り、国
内外の IT（情報技術）各社の受注競争が動き始めた。営業や
開発で専任体制を敷くなど、総額3兆円とも言われる関連市
場で受注に備える。緒戦となる国の案件は、NTTコミュニケー
ションズを代表にした国内大手5社連合が、国の主要事業2
件を受注するなどして一巡。各社は、今後の地方自治体や民
間企業のシステム構築に照準を合わせている。

マイナンバーは 2015 年 10 月から 12 桁の個人番号の通知が
始まり、16 年１月から IC カードが交付される。

社会保障や税に直接関わる国や地方自治体で情報システム
の新設や改修が必要になる。民間企業も同番号が記載された
給与支払報告書を社員が住む地方自治体に提出する仕組みを
作るなど、システム上の対応が必要。入札や商談は夏ごろか
ら本格化し、15 年初めにピークを迎える見込み。

こうしたマイナンバー制度導入に伴うシステム市場は 3 兆
円と見積もられている。5 兆円と言われた、02 年稼働の住民
基本台帳ネットワーク以来の大型案件だ。
　国内大手各社は体制を整えてきた。日立製作所は専従組織

「ID 基盤推進センタ」に、コンサルタントと技術者の計 75 人
を配置。地方自治体を中心に営業し、17 年までに 500 自治体
の受注を目指している。

NEC は別々の事業部で展開していたマイナンバー関連の営
業や技術開発を「番号事業推進室」に集約。現在は 30 人の体

制で、関連機器やソフトの開発を進める。16 年までに 350 自
治体からの受注が目標だ。
　野村総合研究所は専任
を含む 120 人体制を取る。
他の国内各社が地方自治
体をねらう中、民間企業
の年末調整などの業務シ
ステムと業務支援のコン
サルティングサービスの
受注を目指す。
　地方自治体とのパイプ
が 細 い 海 外 勢 も、 民 間
需要を狙う。アクセンチュアや日本 IBM、日本マイクロソ
フトなどはそれぞれ専従、非専従を合わせて数十人規模で配
置。同様の番号制度を導入している海外でのノウハウを生か
し、「企業側の要望に応えるシステム開発に注力する」（アク
センチュア）という。
　3 兆円と見られる関連需要のうち、政府と地方自治体は
2700 億円。残る民間需要は大きい。

給与関連システムの改修に加え、個人に割り振られた番号
を漏れないようにするセキュリティー対策や情報管理体制と
いった、運用面の対応が必要なケースがある。こうした業務
コンサルティングも IT 各社が狙う分野だ。

マイナンバー受注に備え　　専任体制、日立75人　ＮＥＣ30人
自治体・民間にシステム構築　　３兆円市場を争奪　

6月20日（金）
日経産業

自治体の窓口でもマイナンバーで税
金や年金などの照会などができる
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業界ニュース　7月

1日（火） アップルとグーグル、クルマ市場で新たな争い
日経産業 両社はクルマを次の「ネット端末」と位置付け、スマホとクルマを連携させ、新しい市場での主導権を握ろうとしている。

2日（水） 情報通信審議会、NTTの光回線卸売りについて通信事業者などからヒアリング
日刊工業 KDDIやケイ・オプティコムなどが参加。「NTTの意図は実質的なグループ再統合ではないか」など市場独占を警戒している。

4日（金） NTT東、米アップル「iPad」を使ったPOSシステムを順次強化
日経産業 クラウド型会計ソフトにPOSデータを自動反映する機能を追加。「ウィンドウズ8.1」搭載端末も使えるようにする。

8日（火） 東京電力、4月にサポートを終了した「XP」搭載パソコン4万台強を継続使用
日経産業 「制御システムは外部と切り離しており、影響はない」と説明。15年9月までに前倒しで新しいOSへの更新作業を完了するという。

9日（水） 米通信大手AT&T、米国携帯電話事業者では初となる腕時計型端末を投入
日刊工業 グーグルと共同で開発されたアンドロイド搭載の韓国LG電子製「Gウォッチ」を発売する。

14日（月）小型サイズのパソコン「ラズベリー・パイ」、正解累計販売台数が300万台突破
日経産業 世界中の学生やIT愛好家のプログラミング学習を支援するために開発された低価格パソコン。

14日（月）情報処理推進機構（IPA）、情報漏洩防止のセキュリティ対策見直しを呼びかけ
日経産業 ベネッセコーポレーションの顧客情報漏洩に呼応した格好となり、内部犯行は動機・プレッシャ−、機会、正当化が要因としている。

15日（火）グーグル日本法人、グーグルOS搭載のノートPCを国内で発売
日経産業 2011年の米国発売から3年、ついに日本にも上陸。端末費用を含めた管理費が通常の6分の1としている。

15日（火）2013─18年度までの情報漏えい防止製品市場、年平均成長率15.1％　ITR予測
日刊工業 機密性の高いデジタルコンテンツを保護する技術として、情報権利の管理（IRM）製品の導入が大手製造業を中心に進んでいる。

16日（水）総務省、2014年情報通信白書を発表
日経産業 13年の国内で流通するデータ量は8年前の約8.7倍で、12年のデータ活用による売上向上効果は全産業合計で60.9兆円。

16日（水）米マイクロソフト、約2万円のHP製ノートPCを発表
日経産業 米グーグルの低価格「クロームブック」に対抗。価格199ドルはウィンドウズ搭載PCとしては最低水準となる。

18日（金）携帯電話4位のワイモバイル（旧イー・アクセス）、スマホなどの新料金を発表
日経産業 データ通信、音声通話ともに定額で、データ通信1ギガプランで月2980円（税抜き）。大手3社の2ギガプラン6500円を下回る。

18日（金）通信関連各社、シニア向けにタブレットの使い方講習会
日経産業 JCOMやNTT東などが講習会や体験イベントを開催。使い勝手のよいタブレットを入り口に自社サービスの利用を促す。

18日（金）日本航空、国内線の機内でWi-Fiサービスを提供
日刊工業 手持ちのパソコンやスマホで、インターネットや機内エンターテイメントが利用できる。なお、インターネットサービスは有料。

23日（水）IT各社、相次いでセキュリティ対策サービスを投入
日経産業 13年の国内セキュリティ対策サービス市場は前年比6％増の6043億円。18年までの年平均成長率は4.1％増。−IDCジャパン予測

25日（金）電機各社、電子看板に注力、苦戦テレビの補完狙う
日経産業 電機各社がデジタルサイネージの大口顧客開拓に力を入れ、2020年には市場が430億円に拡大する見通し。

25日（金）フルノシステムズ、無線LANアクセスポイントとコンテンツ配信サーバーを一体化
日経産業 観光施設や博物館などで訪問者が無線LANを経由してスマホなどでコンテンツを視聴できる。

28日（月）NTTドコモ、新料金プラン申込みが600万件を突破
日経産業 他社に先駆け6月1日に始めた音声通話完全定額など新料金プランが600万件を突破。当面の目標を1000万件としている。

31日（木）米グーグル日本法人、「クロームOS」搭載のビデオ会議システムを販売
日経産業 テレビに接続して簡単な設定でテレビ会議が可能で、スマートフォンでも参加できる。

31日（木）価格比較サイト「価格.com」、「SIMカード」の比較サービスを開始
日経産業 まずMVNO14社の66プランが対象で、事業者や月額料金、利用可能なデータ量などで比べることができる。
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電機各社がデジタルサイネージ（電子看板）の大口顧客開
拓に力を入れている。三菱電機が不動産仲介大手から 1000
台超を受注したほか、シャープも西日本旅客鉄道（JR西日本）
管内の各駅に合計で約 350台を供給する。電子看板のディス
プレー市場は 2020 年に 430億円に拡大する見通し。苦戦の
テレビを補完する狙いで始めた事業だが、新たな収益源に育
とうとしている。

　

　「パソコンよりも大画面なので、
使い勝手が良い」。アパマンショッ
プホールディングスの川森敬史常
務は電子看板設置の狙いをこう話
す。同社は国内にある直営店とフ
ランチャイズチェーン店の全店舗
に三菱電機の 40 型の電子看板を
取り入れた。

昨年 10 月にまず 900 店舗に設
置。残りの店舗や新たに開設した
店舗を合わせ、現在の導入店舗数
は 1040 店以上にのぼる。三菱電
機京都製作所の三浦大介営業部長

は「1 件あたりの受注台数としては、国内最大ではないか」
と話す。

アパマンは来店客向けの広告宣伝のほか、閉店後は社内研
修に活用する。川森常務は「季節ごとに打つ全国キャンペー
ンを PR するのに役立つ。画面が大きいので、店の外を歩く
人にも注目してもらえる」と話す。競争が厳しい不動産仲介

市場で、先進性をアピールできる手段を模索する中、電子看
板の全店舗導入を決断したという。三菱電機は靴販売のチヨ
ダ（東京・杉並）からも 1000 台規模の受注に成功した。

シャープは、JR 西日本コミュニケーションズからこれま
でに累計で約 350 台を受注している。大阪駅や京都駅など管
内の駅に従来のポスターに代わる広告宣伝媒体として設置
されている。シャープは 60 ～ 70 型の大型液晶に強みがあり、
電子看板市場で国内シェア首位とみられる。
　東芝もビジネスホテル運営のスーパーホテル（大阪市）と
取引がある。100 以上ある同社運営のホテルの約 8 割に東芝
製の電子看板が設置されている。レストランのメニュー紹介
をはじめ、主に館内施設の案内用に利用されているという。
　ディスプレーの品質に加え、使い勝手も機種選択の重要な
ポイントになる。三菱電機は「カンタンサイネージ」と名付
け SD カードを使った簡便な運用を売りにする。表示したい
コンテンツが入った SD カードを電子看板に挿入すると、映
像や画像が自動でリピート再生される。「機械の操作が苦手
な人も安心して利用できる」（同社）という。
　シャープは映像や画像の配信システムが特徴だ。同社は電
子看板の運用台数やネットワーク配信の有無といった顧客の
利用環境に沿って、5 つのメニューを用意した。時間帯によっ
て表示内容を変えるなど、顧客の要望にきめ細かく対応でき
る設計にしているという。

富士キメラ総研によると、電子看板のディスプレー市場規
模は 13 年が 366 億円だった。電機各社は価格競争が厳しい
テレビ事業のテコ入れ策として期待を寄せる。電子看板の場
合、サイズの小さいものでも、システム、メンテナンス料込
みで 1 台当たり 20 万～ 30 万円からで、大型のものになると
同 100 万円超も珍しくない。富土キメラは同市場が 15 年に
393 億円、20 年に 430 億円になると予測する。
　電子看板市場は韓国サムスン電子が国内でも高い存在感を
示していたが、より収益性の高い市場の攻略を優先するた
め、昨年から今年にかけて日本市場から事実上撤退したもよ
う。強力なライバルが手を引いたことも、国内各社が営業を
強化するきっかけになっている。

電機各社　電子看板に注力　　苦戦テレビの補完狙う
三菱電機　1000台規模受注2件　　シャープ　ＪＲ西に350台供給

7月25日（金）
日経産業

通信機器開発のフルノシステムズ（東京・墨田、妹尾行雄
社長）は、無線 LAN（構内情報通信網）と音声や画像など
のコンテンツを一体で提供する機器を本格販売する。複数言
語に対応し、観光施設や博物館などに売り込む。施設利用者
はスマートフォン（スマホ）で気軽にコンテンツを楽しめる。

同社が開発した「エアサイネージ」は無線ＬＡＮ用のアク
セスポイント（簡易基地局）に、音声や画像、テキストといっ
たコンテンツを保存するサーバーを内蔵。システム開発など
のゼコー（福岡市）と組み、コンテンツを簡単に作成できる
ソフトウエア「モバイルガイド」も一体販売する。価格はセッ
トで 160 万円程度。
　エアサイネージを採用した観光施設などでは、訪問者が
無線 LAN を経由してスマホなどでコンテンツを視聴できる。
一般に使われる音声ガイド端末と異なり、展示内容の変更に

応じたコンテンツ更新なども容易だ。
　2 月から試験採用する長崎県平戸市の観光施殷「平戸オラ
ンダ商館」では、英語や中国語の音声ガイドで訪日客に対応
しているほか、展示し
きれない関連資料の情
報やクイズも提供。今
後、観光施設や博物館、
商業施設などへの本格
的な営業活動を始め、
エアサイネージとモバ
イルガイドのセットを、
年間 100 セット販売す
ることをめざす。

無線ＬＡＮ・サーバー 一体　　フルノシステムズ　観光ガイド向け7月25日（金）
日経産業

アパマンショップは店舗の入り
口付近に電子看板を設置した

社　名 台　数 概　要

三菱電機 1000 台超 不動産仲介大手のアパマンショップ
が全店に導入

シャープ 約 350 台 JR 西日本の広告子会社を通じ、大阪
駅や京都駅など管内の各駅に設置

東芝 約 90 台 ビジネスホテル運営のスーパーホテ
ルが館内案内用に導入

パナソニック 約 40 台 阪急梅田駅構内に 300 型相当の大型
画面などを設置

英語など音声ガイドで外国人にも対応
（試験採用する平戸オランダ商館）

電気メーカーが獲得した電子看板の主な大口顧客
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地方本部だより

博多の夏の風物詩「博多祇園山笠」
一般社団法人 情報通信設備協会 九州地方本部

　阿部 准定

■祭りの起源
　博多祇園山笠の起源については諸説ありますが、
鎌倉時代の 1241 年（仁治 2 年）に博多で疫病が流行
した際、承天寺（国の重要文化財で博多駅の近く）
の開祖であり当時の住職である聖一国師（円爾）が
町民に担がれた木製の施餓鬼棚に乗り、水を撒きな

がら町を清めてまわり疫病退散を祈祷したことを発
祥とするのが通説らしい。    
　豊臣秀吉が博多の街をいくつかの区画毎に「流」（な

がれ）としてグループ
化し復興を行った（太
閤町割）。この「流」
が博多祇園山笠のグ
ループ単位の発祥であ
る。戦後の一時期、13
流に増えたこともあっ
たが、現在の「流」は
恵比須流 ･ 大黒流 ･ 土
居流 ･ 東流 ･ 西流 ･ 中
洲流 ･ 千代流の 7 流で
ある。

かつては京都の祇
園祭のように町ごとに

「博多祇園山笠」は、福岡市博多区のおもに博多部（那珂川と御笠川間の区域）で毎年7月1日から7月15日にか
けて開催される770年以上の伝統ある祭で、博多の総鎮守・ 櫛田神社にまつられる素戔嗚尊（祗園宮）に奉納さ
れる祇園祭の一つとして、国の重要無形民俗文化財に指定されています。正式には櫛田神社祇園例大祭と呼ばれ、
毎年5月に開催される「博多どんたく」とともに、博多を代表する祭りとなっています。
祭りの動員数が全国一の300万人といわれる「博多祇園山笠」をぜひ皆様に楽しんでいただきたく、ご紹介いた
します。

およそ1トンの山笠が力水を浴びながら5kmを疾走する

市内14箇所に飾られた「飾り山」毎年１番山笠は4時59分にスタートする
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坊っちゃん列車

飾り山の華美を競いながら練り歩いていたが、江戸
時代の 1687 年（貞享 4 年）に土居流が東長寺で休憩
中、石堂流（現在の恵比須流）に追い越される「事件」
が起こる。このとき 2 つの流が抜きつ抜かれつのマッ
チレースを繰り広げ町人に受けたことから、担いで
駆け回るスピードを競い合う「追い山」が始まった。
以来戦後の一時期を除き祭のクライマックスとして
この「追い山」が執り行われ、福岡市内のみならず
近隣各地から多くの観衆を集めている。

山笠期間中は行事参加者の間ではキュウリを食べ
ることが御法度となる。一番根強い説としては、「キュ
ウリの切り口が櫛田神社の祇園宮の神紋と似ている
から」というものがある。
櫛田神社や京都・八坂神社など水天神系の神紋の

図柄は木瓜（ボケ）の花である。また、「夏が旬のキュ
ウリを断ってまで祭りに懸ける」という意気込みと
の説もある。また、期間中の性交も御法度になる。

博多祇園山笠は女人禁制の祭りであり、旧来の流
に於いては子供山笠も含めて舁き手は男性のみであ
る。また女性は舁き手の詰め所に入れないしきたり
となっている。

今年のスタートは昨年トップの土居流から始まっ
たが、追い山タイムの 1 位は東流の 28 分 25 秒でした。
ちなみに最下位の 7 位は恵比須流の 33 分 47 秒でした。

■博多祇園山笠の行事
◎ 7 月 1 日　注連下ろし

　 
山笠に神を招き入れる神事。商店街などに建つ

飾り山笠が先行する。櫛田神社の神官がスケジュー
ルに沿って各山笠を回って催行する。これが済む
と山笠は一般に公開され、祭りらしい雰囲気に。
一方の舁き山笠のご神入れは 6、7 日頃行なわれる。

◎ 7 月 9 日　全流れお汐井とり

　 

1 日の夕方の当番町お汐井とりと主旨と行動はほ
ぼ同じであるが、各流の舁き手が揃うから圧巻だ。
各流ごとに午後 6 時から 7 時過ぎにかけて箱崎浜
に到着し、沈む夕日に柏手を打って安全を祈願す
る。帰路は筥崎宮、櫛田神社に参拝する。

　◎ 7 月 12 日　追い山ならし
　

　 
文字通り追い山笠のリハーサル。一番山笠から

順次「櫛田入り」して奈良屋町角の廻り止め（ゴー
ル）までの約 5km のコースを全力で舁く。一番山
笠は追い山笠同様、「櫛田入り」の際、山笠を止め
て「博多祝い唄」を歌う事が認められている。「櫛
田入り」「コース」とも所要時間を計測する。

◎ 7 月 13 日　集団山見せ
　 

　 
福岡市の要請で昭和 37 年から始まった。明治通

りの呉服町交差点～天神（福岡市役所）間約 1.3km
が「舞台」だ。この日に限り、知名士が台上がり
を務め、棒さばき役の各流総務ともども舁き手を
叱咤激励する。

◎ 7 月 15 日　追い山笠
　 

　 
4 時 59 分、大太鼓の合図とともに一番山笠から

順に「櫛田入り」。「櫛田入り」「コース」ともに所
要時間を計測する。櫛田神社の能舞台では午前 6
時から荒ぶる神様に捧げる鎮めの能が演じられる。
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特集

この度、中小企業庁から「中小企業施策利用ガイドブック（平成 26 年度版）」が発行されました。このガイドブッ
クは、中小企業が、震災対策・経営改善・資金繰り対策・人材育成・補助金などの施策を利用される際の手引書
となるよう支援施策に関する様々な情報を網羅したもので、ぜひご活用されますようご案内いたします。

平成２６年度版「中小企業施策利用ガイドブック」のご案内

■「中小企業施策利用ガイドブック」の構成
　このガイドブックの「目次」では、個別の中小企
業施策を次の 6 つの重点施策項目に分類し、項目ご
とに利用できる施策が一覧できるようになっていま
す。

平成26年度重点施策
１．経営サポート：技術力の強化、創業・ベン

チャー支援、経営革新支援、新たな事業活動
支援、知的財産支援、再生支援、雇用、人材支援、
海外展開支援、取引・官公需支援、経営安定
支援、小規模企業支援

２．金融サポート：融資制度、保証制度等
３．財務サポート：税制、会計、事業承継
４．商業・地域サポート：商業・物流支援
５．分野別サポート
６．相談・情報提供：中小企業支援センターなど

　また、巻頭の「インデックス」では、利用者のニー
ズにあわせて利用できる施策を支援制度別に探すこ
とができます。利用者のニーズは、次の 18 の内容に
分類されています。

18のニーズ
①重点施策（震災対策）を知りたい
②重点施策（経営改善・資金繰り支援など）を

知りたい
③創業したい
④経営の効率化や経営革新を図りたい
⑤新しい分野に進出したい
⑥販路を開拓したい
⑦他の事業者との連携や地域資源を活用し、新

たな取組みをしたい
⑧技術開発に取り組みたい
⑨知的財産権や産業財産権などの特許権を活用

したい
⑩新たな設備を導入したい
⑪企業を再生したい
⑫下請取引の相談やあっせん、官公庁から受注

したい
⑬事業承継を円滑に行いたい
⑭個人保証・担保に依存しない資金供給を受け

たい
⑮金融環境・経営環境の変化に対応した支援を

利用したい
⑯商店街や中心市街地の活性化、物流の効率化

を図りたい
⑰海外に事業を展開したい
⑱社員教育・人材育成や新たな従業員を雇用し

たい

　さらに、巻末には省庁・都道府県・団体など関連
の問い合わせ先一覧が掲載されていますので、分か
らない点についての問い合わせにもお使いいただけ
ます。
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■掲載施策の例
　次のような支援施策のほか、多数の施策が掲載さ
れています。

金融サポートの例

財務サポートの例

経営サポート［雇用・人材支援］の例

■注意
１．掲載されている内容は、各施策の “ 概要 ” ですの

で、実際の施策利用に当たっては、各ページ下欄
に掲載の ｢お問い合わせ先｣ までご確認ください。

２．掲載されている内容（項目、要件、申請時期等）
が変更される場合がありますので、ご注意ください。

３．本書は、平成 26 年 3 月現在で編集されています。

■本ガイドブックの入手方法

１．本ガイドブックは、次の中小企業庁のホー
ムページからダウンロードできます。
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/
h26/

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

■お問い合わせ先

中小企業庁 広報室　　　電話：03-3501-1709
〒 100-8912　東京都千代田区霞が関 1-3-1
URL : http://www.chusho.meti.go.jp/

摘　要 施策名

雇用を増加させる企業に対
する税制上の優遇措置を知
りたい

雇用促進税制

中小企業における様々な税
制措置を知りたい

中小企業に適用され
る税制

設備投資を行った場合の税
制措置を知りたい

中小企業投資促進税
制

少額の設備投資を行った場
合の税制措置を知りたい

中小企業の少額減価
償却資産の取得価額
の損金算入の特例制
度

事業年度に生じた欠損金に
対しての税制措置を知りた
い

欠損金の繰越控除制
度、繰戻還付制度

ベンチャー企業への投資に
対する税制上の優遇措置を
知りたい

企業のベンチャー投
資促進税制

公害防止設備に関する税制
上の優遇措置を知りたい

公害防止税制

事業承継を円滑化するため
の税制措置について知りた
い

事業承継円滑化のた
めの税制措置

摘　要 施策名

ものづくり中小企業の研究
開発に対する融資制度はな
いか

企業活力強化資金

省 エ ネ ル ギ ー ･ 新 エ ネ ル
ギーに関連した事業を行い
たい

省エネ ･ 新エネ関達
設備等の導入に対す
る支援

情報化（IT 化）投資に対す
る融資制度を知りたい

政府系金融機関の情
報 化 投 資 融 資 制 度

（IT 活用促進資金）

創業資金を借り入れたい 新創業融資制度

経営革新や新連携､ 地域資
源､ 農商工連携等の事業に
取り組むための資金を借り
たい

新たな事業活動を支
援する融資制度

摘　要 施策名

従業員の所得増に取り組んで
いるので融資を受けたい

地域活性化雇用促
進資金（給与支払
い総額増加関連）

最低賃金の引上げに向けた支
援策を知りたい

最低賃金引上げに
より影響を受ける
中小企業支援事業

離職を余儀なくされる従業員
の再就職を支援するための施
策を知りたい

労働移動助成金

雇用を増加させる企業に対す
る税制上の優遇措置を知りた
い

雇用促進税制

非正規雇用労働者の企業内で
のキャリアアップに取り組む
ための支援策を知りたい

キャリアアップ助
成金

職業能力の開発と向上のため
の支援策を知りたい

キャリア形成促進
助成金

若年技能者の人材育成に取り
組むための支援策を知りたい

若年技能者人材育
成支援等事業

従業員の能力向上を図りたい 在職者訓練
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　UC を日本企業に導入し根付かせるには、まだ多く
の課題がある。
　日本ならではのニーズに応え、ユーザー企業が利
用しやすいコミュニケーション基盤を設計するには
何がポイントになるのか。また、UC 提案・構築とい
う新たな領域をどのようにビジネス化、収益化して
いけばよいのか。この 2 つの課題に対する SIer の取
り組みの最前線をレポーﾄする。

　UC の難しさは、これまで個別最適のかたちで企業
に導入されてきた各種のコミュニケーションシステ
ムのツールとデバイスを取捨選択しながら、新たに
導入するツールやデバイスと統合していく、そのプ
ロセスにある。
　企業が利用するツールやデバイスは多種多様なも
のがあるが、組織や個人ごとの働き方によって必要

なもの、適切なものはそれぞれ異なる。新しいツー
ルやデバイスを用意するだけではエンドユーザーは
使いこなせないし、逆にコストも管理負荷も増大す
るばかりだ。
　それらをどう組み合わせれば良いのか分からな
い――。これがユーザー企業の悩みであり、不安で
あると言っていいだろう。

「働き方の棚卸し」からスタート
　この課題に対するアプローチとして、「個人や組
織に応じて変えなければならないところと、共通化
すべきところを分けて考えることが重要」と話すの
は、ユニアデックス・サービス企画本部戦略マーケ
ティング部マーケティング 2 室長の山平哲也氏
だ。「共通化すべきところ｣ とは、電話、ビデオ会議、
メール、IM/ プレゼンス等を集約・統合して全社共
通で利用できるコミュニケーション基盤を構築するこ
とだ。これにより、運用管理が効率化できる。そのう
えで、ワークスタイルに応じて社員が適切なデバイス
を用い必要なツールを選んで使えるようにする（図表）。

〜通信系 SIerのビジネスチャンス〜
電話技術を強みに

業界特集

UCを企業内に根付かせ、その効果を最大化するためには、電話システムも変わらなければならない。組織・ 個
人ごとの働き方に応じた「UC時代の電話」を実現することが、通信系 SIerの商機になる。

（図表）ワークスタイルに合わせた環境を用意する

出典：ユニアデックス

日本企業に有効なUC提案とは
鍵は ｢働き方の分析｣ にありPBX電話の統合
にも影響
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　定型業務中心で在席率が高い社員（シッター）は、
従来通りの固定電話と PC を、会議や共同作業が多い
管理職や企画職（ウォーカー）は電話端末としてス
マートフォンを使い、ノート PC とタブレットを併用
するといった具合だ。そして、外出が多い社員（ラ
ンナー）も、電話の頻度が高い営業職はフィチャー
フォンを、情報閲覧が重要な技術職はスマートフォ
ンと、適切な端末が異なる。
　ここで重要なのが「ワークスタイルの棚卸し」だ
と山平氏は指摘する。
　どの部署が、誰が、どのような働き方をしている
のかを分類・整理する下ごしらえこそが大切になる。
そのうえで、適切なツールとデバイスを選ぶ。ユニ
アデックスを含め、日本ユニシスグループではワー
クスタイル変革に全社レベルで取り組んでおり、そ
こから得られたノウハウをもとに導入の準備段階か
らユーザー企業の支援を進めている。
　また、共通基盤の構築については、多様なベンダー
の製品を組み合わせて提供できる技術力も鍵になる。
マイクロソフト、シスコシステムズ、ビデオ会議の
ポリコムと、マルチベンダーの UC 構築が可能な点
も同社の強みとなっている。

　 

“電話統合”が成否を分ける
　統合コミュニケーション基盤の構築において、キー
になるのが電話システムの統合だ。通信系の知識・
スキルを要する電話システムと、IM/ プレゼンス、
グループウェア、ビデオ等のその他のツールとでは、
必要な技術・ノウハウが異なり、また所管する部門
も前者は総務、後者は情報システム部門に別れる。
この融合は一筋縄ではいかない。
　そのため、企業内のコラボレーション活性化を目
的に電話の統合を後回しにして、情報システム部門
主導で IM/ プレゼンス、Web 会議等の導人から始め
るケースも少なくない。
　だが、そのように企業内に閉じた UC 環境では、効
果は限定的となる。社外とのコミュニケーションの
頻度が高い社員は、UC の恩恵を受け難いからだ。電

話が社外とのコミュニケーションに果たす役割は未
だ大きく、PBX 電話とその他のツールが連携しない
状態で併用すれば、社員には負担になるし、使い慣
れた電話とメールで業務を続ける社員は減らず、UC
が根付かない。
　企業内コラボレーションの統合から、企業外コミュ
ニケーションも含めた統合へと取り組みを広げるこ
とが、UC の効果を最大化することにつながる。その
意昧でも電話の統合は、UC 導入を成功させる重要な
節目になる。難しいのが、日本ならではの PBX 機能
と運用方法をいかに継承するかだ。

電話の使い方も調査・分析
　ここでも、社員や組織ごとの業務内容の分析と分
類が鍵になる。「欧米のような 1 対 1 の電話でいける
ところと、部署単位で受ける 1 対 N の電話運用が必
須のところを分ける」ことの重要性を指摘するのは、
富士通マーケティング流通・サービス営業本部ネッ
トワーク統括営業部第一ネットワーク営業部担当課
長の柏木昇氏だ。
　人に紐づく携帯電話やメールがビジネスに欠かせ
ないインフラになり、現在は、社外とのやり取りに
おいても 1 対 1 のコミュニケーションの比重が高まっ
ている。そのため、仕事のやり方と電話の使い方を
きちんと分析すれば、UC の導入を機に 1 人 1 番号の
ダイヤルインや携帯電話に移行できる部署・人は少
なくない。
　そうした働き方をしている人を、いわゆる “ 部署受
け ” の電話から切り離すことは、ワークスタイルを柔
軟にし、コミュニケーションを効率化するうえでも
有効なことだ。
　1 対 1 で電話を受けるスタイルを前提とし、代表電
話番号による部署受けを前提として PBX 機能を設計
していない Lync を採用するケースでは、特にこの点
が重要になる。
　そうして「1 対 N」の電話運用を継続する領域を最
小化したうえで、代表番号を必須とする部署やコー

ユニアデックスサービス企画本部
戦略マーケティング部
マーケティング2室長
山平哲也氏

富士通マーケティング
流通・サービス営業本部
ネットワーク統括営業部
第一ネットワーク営業部
担当課長
柏木昇氏
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ルセンター、そして PHS 端末を利用したり人に紐付
かない共用電話が必要な工場などには PBX を残し、
UC と連携させる。「Lync は､ 単体でも十分使えるほ
ど電話機能は良くなった。唯一の弱点である 1 対 N
の電話をカバーするための橋渡しとしてPBXを使う」

（柏木氏）という方法だ。これは、電話設備と UC の
二重運用の範囲を最小化できるという意昧でも有効
なアプローチと言えるだろう。
　 

　ユーザー企業が UC を導入する入口は広がってき
ている。以前は、PBX 更改が主な起点となっていたが、
今では、スマートフォンの業務活用、IM/ プレゼン
スやビデオ会議といったコラボレーションツールの
導入から UC ヘと発展するケースが増えている。
　こうした多様なニーズをつかみ、UC 案件化してい
くことがビジネスの拡大に不可欠となる。

多様な入口からUC案件化
　｢スマートデバイスを入口とした UC 案件は多い｣
と話すのは、日立システムズのクラウド ICT サービ
ス事業グループ・ネットワークサービス事業部・ネッ
ト SaaS 推進本部・スマートデバイス推進センタで
主任技師を務める小椋真明氏だ。「スマートデバイス
を内線電話として活用したいと考える企業は増えて
おり、お客様はプレゼンスやメール、電話と複数の
用途で利用する。目的を整理し、Lync あるいは IP-
PBX『CX-01』を扱う部署と連携して案件を進めてい
る」。
　日立グループは IP テレフォニー事業体制を再編し、
日立システムズに PBX 関連の販売・SE 部隊を移管
した。それにより、日立システムズが持つ IT や NI
分野の技術・スキルと通信系のそれを連携して UC
案件に対応できるようになった。
　UC 基盤を設計・構築するには幅広いスキルが必要
だ。UC サーバーと PBX 製品の両方を扱える知識・
技術に加え、ユーザー企業の既存の内線番号体系や
電話運用のルールを UC 環境にも引き継ぐ電話運用
のノウハウも欠かせない。サーバー系に長けた IT 系
の SI 能力と、PBX 関連スキル・ノウハウとの両立が
求められる。
　｢UC 案件にはいろいろな部隊が絡む。スマホやタ
ブレット等のデバイスも含めて企業インフラとして
提供するため、電話、NI、スマートデバイスのそれ

ぞれを扱う部門が互いに連携して対応している｣ と
話すのは、日立システムズ・IP テレフォニーシステ
ム本部 IPT ソリューションシステム部第一グループ
主任技師の車田利巳氏だ。｢IP テレフォニーの部門だ
けではできない案件にも連携して対応できることが、
我々の強みになっている｣（車田氏）。
　IT 系と通信系の両方のリソースを持つ SIer にとっ
て、UC 提案・構築を活発化させていくには、これ
までは個々に活動していたそれぞれの部隊をいかに
スムーズに連携させるかが鍵になる。また、通信系
SIer と IT 系 SIer とのパートナリングも重要になる。
通信系 SIer にとっては、サーバー関連の技術力を磨
き、商機をつかむチャンスだ。電話システムの統合
が UC 実現の重要な環となっている今、PBX 関連の
技術とノウハウを持っていることは UC 市場におい
て大きな強みとなる。

　 
　 

技術者育成の場を広げる
　NEC の UNIVERGE SV シリーズを軸に PBX 販売
を手がけてきた三信電気は、Microsoft Lync を軸に
UC 提案を推進するなかで、この連携の取り組みに力
を入れている。ソリューション営業本部首都圈シス
テムサポーﾄ部一課・課長の茶山和敏氏は、｢我々は
PBX を理解しているが、それを UC に展開するには
仮想化を含んだサーバー構築の技術力が必要。さら
に、Lync というアプリケーションサーバー構築の奥
深さを克服していかなければならない｣ と話す。
　Lync の技術者育成に取り組んできた成果は着実に
現れている。

UCビジネスを広げるには
IT・通信技術者の連携が鍵にSIと保守も収益
源にする

日立システムズ
クラウド ICTサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットSaaS推進本部
スマートデバイス推進センタ
主任技師
小椋真明氏

日立システムズ
IPテレフォニーシステム本部
IPTソリューションシステム部
第一グループ
主任技師
車田利巳氏
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　同社は、ある大手製造メーカーにおいて Lync の全
社導入案件を手がけている。昨年、本社の PBX を廃し、
Lync の PBX 機能で音声インフラを構築した。有線・
無線 LAN のインフラ設計・構築も実施。PBX 関連
技術とインフラ構築ノウハウによって、国内では希
少な “ フル Lync” 事例が実現できたのだ。
　この案件では、ユーザーが、移行後の環境におい
てもコールピックアップやパーク保留・転送といっ
た PBX と同等な機能を求めた。そのため、Lync の
拡張機能を活用したカスタムアプリを開発。具体的
には、Lync の電話機能で保留・転送、コールパーク
等を行うボタンを再配置したソフトフォンを開発し、
その機能を Lync 上で再現してニーズに応えた。
　このように、電話関連の技術とノウハウを持ち、
それを UC の世界でも活かせることは三信電気の大
きな強みとなる。「カスタマイズしたLyncをパッケー
ジ化して販売するという考えもある。この案件で得
たノウハウを横展開していきたい｣ と茶山氏は話す。
ただし、課題もある。技術者の育成に時問とコスト
がかかること。そして､ 技術者の熟練度を上げるた
めには継続的に実践の場を、つまり UC 案件を獲得
しなければならない。せっかく育てた技術者を “ 遊ば
せておく ” わけにはいかないのだ。その解決策として、
｢他社からの紹介案件で Lync ボイス構築を手がけて
いく。すでに広告関連企業のLyncボイス案件を構築・
稼動させており、そのビジネスの拡大を目指す｣ と
話すのは、同社・ソリューション営業本部首都圈シ
ステムサポーﾄ部・部長の増田健二氏だ。
　Lync と PBX の連携を構築できる SIer はまだ少な
く、三信電気では、Lync の案件を手掛ける他の SIer
から音声部分の設計・構築を依頼されるケースが少
なくないという。それに応えることで技術者を錬成、
SI 費で収益も上げる。さらに、構築後の運用保守を
手掛けることで、保守・サポートのビジネス化にも
取り組んでいる。
　 

コンサル、サポートも収益に
　UC 基盤の設計、構築、そして運用サポートをビジ
ネス化していくことが、通信系 SIer が UC 事業を手
掛ける場合の大きな課題になる。
　富士通マーケティングの柏木氏も、｢Lync のライ
センス販売自体の利益は少ない｣ と話す。「ワークス
タイル変革のコンサルティングや、コミュニケーショ
ン基盤の設計を有償化する。また、ネットワークの
構築や、ゲートウェイ・電話端末の販売で利益を出
していく」などビジネスの形態を再構築していくこ
とが不可欠だ。
　主装置と端末の販売、工事、保守を収益源として
きた従来のビジネスモデルは、UC 化に伴って縮小を
余儀なくされる。収益構造が大きく異なる「UC ビジ
ネス」に対応した新たな収益モデルを構築しなけれ
ばならない。
　三信電気では、運用・保守サポートサービスを提
供するグループ会社、三信ネットワークサービスの
技術者も育成し、先に述べた協業先の UC 顧客のサ
ポートを手掛けられる体制作りも進めている。「サ
ポートまでビジネスにしていかなければ、UC 事業は
成り立たない」と茶山氏は話す。
　こうしたビジネスモデルの転換を進められるか否
かも、UC 事業の成否を分けるポイントになる。

（出展：テレコミュニケーション July 2014）

三信電気ソリューション営業本部首都圏システムサポート部・部
長の増田健二氏（左）と、一課・課長の茶山和敏氏
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ISO9001・ISMS・PM	  認証取得	  

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

【千葉支店】	  
TEL　043-‐246-‐3684	  

【市原支店】	  
TEL　0436-‐41-‐4870	  

【市原支店八幡事務所】	  
TEL　0436-‐41-‐0321	  

【大阪支店】	  
TEL　06-‐4304-‐7621	  

【鹿島営業所】	  
TEL　0299-‐96-‐3810	

【東京情報通信センター】	  
TEL　03-‐3492-‐4337	  

【多摩支店】	  
TEL　042-‐582-‐5311	  

【市川支店】	  
TEL　047-‐370-‐5441	  

【銚子営業所】	  
TEL　0479-‐24-‐5121	  

【茨城営業所】	  
TEL　0297-‐71-‐5010	  

【君津営業所】	  
TEL　0439-‐29-‐6451	  

【柏サービスセンター】	  
TEL　0471-‐67-‐1791	  

【成田サービスセンター】	  
TEL　0476-‐93-‐1144	  

【茂原サービスセンター】	  
TEL　0475-‐25-‐3774	  

【君津サービスセンター】	  
TEL　0439-‐29-‐6452	  

信��サービス	  
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　「ポータブル SIM」は、内部に SIM カード、Bluetooth®、NFC を搭載しており、「ポータブル SIM」内の SIM カー
ドがスマートフォン等を介して、ネットワークと相互に認証を行うことで、SIM カードが入っていないスマートフォ
ン等でもネットワーク接続が可能になります。
　「ポータブル SIM」をプライベート用のスマートフォン、職場に置いているタブレット等にかざすことで、1 つ
の携帯電話番号を端末間で切り替えて利用することができます。

また、「ポータブル SIM」は、SIM カードの高いセキュリティ領域を利用して、ID・パスワードを保存すること
ができ、ショッピングサイト等を利用する際に、ID・パスワードが自動的に反映されます。

今後ドコモは、「ポータブル SIM」の更なる小型化・薄型化等の開発およびサービスとの検証を進め、商用化を
目指します。また、パソコンやテレビ、音楽プレイヤー、車等のスマートフォン・タブレット以外の様々な機器と
も「ポータブル SIM」を連携させ、ID 認証や回線認証を活用した、お客さまにとってより便利なサービスや商品
を提案できるよう努めていくとしています。

※ 1　 「ポータブル SIM」の機能を利用するためには、スマートフォン・タブレットを特別な仕様に対応させる必要があり、現在販
売しているスマートフォン・タブレットには対応しておりません。

※ 2 　2014 年 6 月 9 日時点において､ 公開情報に基づく NTT ドコモ調べ。

■「ポータブルSIM」の概要
１．デバイス概要
　「ポータブル SIM」は、SIM カード、Bluetooth®、NFC が搭載された軽量かつ可搬性に優れた小型認証デバイス
です。将来的には、更なる小型・薄型化を目指し、ウェアラブルデバイス等への搭載を検討していきます。
　 　

２．サービス概要
（1）回線認証での利用

SIM カードの入っていないスマートフォン・タブレット※ 1 に「ポータブル SIM」をかざし、Bluetooth よりスマー
トフォン・タブレットを介して認証を行うことで、SIM カードを抜き差ししなくてもネットワーク接続が行われ、
電話やメール等の携帯電話機能を利用することができます。

新製品・新サービス

ＮＴＴドコモ・新たな小型認証デバイスを開発
株式会社 NTTドコモ（以下、ドコモ）は、SIMカードが入っていないスマートフォン・タブレット※1 にかざすだ
けで回線認証を実現し、電話やメール等の携帯電話機能を利用可能にする小型認証デバイス「ポータブル SIM」を
世界で初めて※2 開発いたしました。

寸法
（高さ×幅×厚さ：mm） 約 80 × 40 × 5.6

質量（g） 約 20g

通信方式 NFC ／ Bluetooth（4.0）

充電方式 USB 充電
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　「ポータブル SIM」を SIM カードが挿入されていないタブレット A にかざすことで、タブレット A での電話、
SMS、メール等が利用可能になります。

さらに、SIM カード未挿入のスマートフォン B に「ポータブル SIM」をかざすと、タブレット A の画面にはロッ
クがかかり、同じ番号のままスマートフォン B で各種携帯電話機能が利用可能になります。

また、「ポータブル SIM」を 2 台持つことで、1 つのスマートフォンをプライペーﾄ用・ビジネス用等お客さまのニー
ズに合わせて、使い分けることができます。

　 
（2）ID認証での利用
　「ポータブル SIM」は、SIM カードの高いセキュリティ領域を利用することで、複数の ID・パスワードを安全に
保存し、パソコンやスマートフォン等にかざすだけで、ID・パスワードの自動入力を行うことができます。

■お問い合わせ先
株式会社 NTT ドコモ
総合お問い合わせ < ドコモ インフォメーションセンター >
①ドコモの携帯電話からの場合（局番なし）151（無料）
②一般電話などからの場合　　　 0120-800-000
③受付時間：午前９時～午後８時（年中無休）

※ 1　 「ポータブル SIM」の機能を利用するためには、スマートフォン・タブレットを特別な仕様に対応させる必要があり、現在販
売しているスマートフォン・タブレットには対応しておりません。

※「Bluetooth」は、Bluetooth SIG.INC の登録商標です。
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■価格

■市場背景と企画意図
2006 年より Web 会議システム市場に参入したヤマハ

は、「話しやすい」「聞きやすい」会話を実現する会議用
マイクスピーカー Projectphone シリーズを発売。豊富な
ラインナップや充実したサポート、品質・音質などで高
い評価を受けて数多くの企業から選ばれ、国内市場にお
いてシェア N0.1* を確立しています。

この度ヤマハは、これまで主に企業の会議用として
導入されてきた遠隔会議（Web 会議・TV 会議・電話
会議）システムが、遠隔授業・講義・セミナーや遠隔
相談など会議以外の用途にも拡大していることに着目。
Projectphone シリーズで培ってきた技術と品質を受け継
ぎ、より自然で快適な遠隔コミュニケーションを実現す
るために、さらに進化した新シリーズ「Yamaha Voice 
Communication（YVC）」の提供を開始いたしました。
＊ ㈱シード ･ プランニング調べ（2012 年 9 月）

■YVC-1000の主な特長
１．ディスプレイの前に置くことで生まれる、映像と
音声のー体感
YVC-1000 は、マイクとスピーカー各々を独立させた

分離型の構成。スピーカー（音声）をディスプレイ（映像）
の前に置くことで、映像と音声の一体感を生むことがで
き、より自然で快適な遠隔コミュニケーションを実現し
ます。

２．ヤマハ独自の音声処理技術を多数搭載した、臨場
感あふれる高音質
YVC-1000 には、高性能の適応型エコーキャンセラー

をはじめ、ヤマハが長年培ってきた高音質技術を数多く
搭載。マイクで収音した音から人間の声を高い精度で判
定する技術「HVAD」（Human Voice Activity Delection）
をさまざまな音声処理に組み込むことにより、音声とノ
イズをしっかり仕分けして、｢話しやすく｣ ｢聞きやすく｣
｢疲れない｣ 音声コミュニケーションを実現します。

３．PC・スマートフォン・テレビ会議システムなどと
自在に接続できる、フレキシブルな接続性
PC ベースの Web 会議では USB 接続。スマートフォ

ンやタブレットを使う場合は Bluetooth 接続＊ 1。テレ
ビ会議システムとは AUDIO 接続（オーディオ入出力
端子）＊ 2。3 つのインターフェースを搭載しており、デ
バイスや会議システムの種類を問わずフレキシブルに対
応します。例えば､ Web 会議中にインターネット回線に
障害が発生して Web 会議が継続できない緊急時でも、ス
マートフォン経由の音声会議に切り替えて会議を続行す

ることも可能。また、
オーディオミキサー
機能により、複数の
オーディオ入力ソー
スをミキシングして、
異なる回線間での通
話もできます。

さらに、NFC も搭
載しており、NFC 対
応＊ 3 のスマートフォ
ンやタブレットなら、
複雑な操作や設定を
しなくても Bluetooth
の接続が簡単に行え
ます。

〜 Web会議用マイクスピーカーシェア No.1* のヤマハ新マイクスピーカーシステム〜

ヤマハ ユニファイドコミュニケーション
マイクスピーカーシステム『YVC－1000』

ヤマハ株式会社は、マイクとスピーカーを独立させた分離型で映像と音声の一体感を生み、より自然で快適な遠隔
コミュニケーションを実現する、高音質ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム『YVC-1000』
を、5 月に発売いたしました。

品名 モデル名 色 本体価格
ユニファイド

コミュニケーション
マイクスピーカー

システム

YVC － 1000 ブラック 120,000
（税抜）

YVC-1000 用
拡張マイク

YVC － MIC
1000 EX ブラック 30,000

（税抜）

Web会議利用イメージ

YVC-1000用
拡張マイク
『YVC-MIC
1000EX』

ヤマハ　ユニファイド
コミュニケーション
マイクスピーカー
システム
『YVC－1000』
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＊ 1  広帯域のデータ伝送（mSBC）に対応しています。
＊ 2  RCA ピンプラグです。
＊ 3  NFC 対応機種によっては動作しない、または接続可能な距離

が異なる揚合があります。

４．オプションマイクや外部スピーカーなどとの優れ
た拡張性で、幅広い用途に対応
標準構成（マイク１台付属）＊ 4 に加え、オプションの

拡張マイク「YVC-MIC1000EX」を 4 台（合計 5 台）ま
で増設可能。標準構成は中規模の会議室でマイクを中央
に設置することを想定していますが、マイクを増設する
ことで部屋のレイアウトや大きさ・参加人数に合わせた
設置が可能になります。また、外部スピーカー＊ 5 を接続
することでより広範囲をカバーでき、大規模会議や大き
な会場での遠隔セミナーなどでも活躍します。

さらに、ハンドマイク＊ 6 との接続が可能になる、外部
マイク接続機能＊ 7 も搭載。ハンドマイクの音声を、自拠
点の YVC-1000 本体スピーカーからも出力することが可
能になります。講師の音声を遠隔拠点側に配信しながら
自拠点にも拡声できるので、セミナー配信や遠隔授業な
どの用途にも最適です。
＊ 4  YVC-1000 の標準構成は、本体（スピーカー内蔵）× 1 十マ

イク× 1 です。
＊ 5  市販のアンプ内蔵のスピーカーを、2 台まで接続できます。
＊ 6  マイクロフォンアンプを使用する必要があります。
＊ 7  2014 年 5 月時点では未搭載です。無償ファームウェアアッ

プデートにて機能追加予定です。

５．かんたん操作＆自動音響調整機能で､ すぐに使え
る親切設計
YVC-1000 は、使用中に室内の音響環境を学習するこ

とにより音響設定を自動で最適化しますが、使用前に ｢
音叉ボタン｣ を押すことで自動音響調整機能がはたらき、
あらかじめ最適化＊ 8 しておくことができます。音響状態
の問題を検知した場合には、｢音叉ボタン｣ がオレンジ
点灯して異常を通知。点灯中に ｢音叉ボタン｣ を押せば、
音声ガイダンス＊ 9 により問題の内容を確認できます。

また、音声ガイダンスは、自動音響調整機能の実行
時以外にも Bluetooth 接続完了時の音声アナウンスなど、
さまざまなシーンで操作をサポートします。
＊ 8  使用する空間の音響特性、マイクおよびスピーカーの設置位

置を自動測定し、「適応型エコーキャンセラー」のフィルター係
数を調整するなど、内部パラメーターを最適化します（「適応型
エコーキャンセラー」および「オートルーム EQ」の設定最適化
／内蔵スピーカーと外部スピーカーの遅延差補正／外部スピー
カーの周波数特性補正を行います）。

＊ 9  英語／日本語／中国語／韓国語／フランス語／スペイン語／
ドイツ語に対応。工場出荷時設定は英語になっています。

総
合

外 部 イ ン タ ー
フェース

本体：USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC（近距離無線通信）、オーディオ入力端子（RCA ピン）、オ－ディ
オ出力端子（RCA ピン）、外部スピーカー端子（RCA ピン）×２、電源端子、マイク端子
マイク：入力端子、出力端子

最大消費電力 20W（マイク 1 台接続時）、35W（マイク 5 台接続時）

寸法 本体：332（W）× 95（H）× 162（D）mm
マイク：136（W）× 36（H）× 136（D）mm

質量 本体：1.8kg、マイク：0.4kg
電源 AC100V（50/60Hz）

PC 動作環境 OS：Windows 8.1（32bit 版 /64bit 版）、Windows 8 （32bit 版 /64bit 版）、Windows7（32bit 版 /64bit 版）
USB：USB 2.0 以降

Bluetooth Bluetooth バージョン：Ver.2.1 十 EDR ╱対応プロファイル：HFP（1.6）、A2DP ╱対応コーデック：
SBC、mSBC ╱無線出力：Class2 ╱最大通信距離：10m

NFC 対応機種：NFC 対応 Android 機器 Ver.4.1、4.2、4.3、4.4

オ
ー
デ
ィ
オ

マイクユニット 単一指向性× 3
スピーカーユニツト フルレンジ× 1
最大音量 95dB（0.5m）
周波数帯域 収音：100Hz ～ 20kHz、再生：100Hz ～ 20kHz

信号処理 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイクアレイ制御、オ一トゲインコントロール、オ
一トルーム EQ、残響抑圧、自動音響調整

■YVC-1000の主な仕様

■お問い合わせ先
ヤマハ株式会社　
音声コミュニケーション機器 お客様ご相談センター
〒 108-856 東京都港区高輪 2-17-11
TEL　03-5651-1838　　FAX　053-460-3489
http://jp.yamaha.com/products/communication/

音叉ボタン
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「平成26年度会員名簿」発行のための掲載内容調査について

情報通信設備協会では 2 年毎に「会員名簿」を発
行して会員の皆様に配布し、ご活用いただいており
ますが、今年度も 11 月中旬の発行を目指し作業を進
めているところです。

26 年度の掲載内容には、例年の会員名、支店名、
代表者名、建設業許可の有無、業務内容、郵便番号、
所在地、電話番号、IP 番号、FAX 番号、URL の 11
項目に、平成 21 年度に制度化されたＬＡＮ認定の有
無と、皆様からご要望の多いメーカーやキャリア等
の主な取引先の 2 項目を新たに加えることといたし
ました。

■「会員名簿掲載内容調査表」の返送について
　協会本部で有している会員各位の情報に基づいて
「会員名簿掲載内容調査表」を印刷し、８月上旬に皆
様に郵送いたしましたので、お忙しいなか恐縮では
ございますが、内容をご確認のうえ加筆・削除・変
更等の修正をして、同封の返信用封筒で協会本部事

務局へお送りいただきますよう、お願い申し上げます。
　なお、修正のない場合も、必ずご返送をお願いい
たします。

■「掲載広告」の募集
　例年と同様、今回発行の会員名簿にも広告を掲載
いたしますので、会員の皆様には奮ってお申し込み
いただきますよう、併せてお願い申し上げます。

○広告掲載料
　A4  全ページ　￥86,400 （会員 ￥43,200（税込））
　〃  1/2 ページ  ￥43,200 （会員 ￥21,600（税込））
　〃  1/4 ページ  ￥21,600 （会員 ￥10,800（税込））

①広告掲載は、各地方本部事務局へお申込み下さい。
②広告データーは、メールで協会本部へ送信願い

ます。
　広告データー送信先　　mitsumoto@itca.or.jp

■平成26年度「会員名簿」のイメージ
※太文字の「LAN」と「取引先」が 26 年度版に追加される 2 項目です。

■問い合わせ先
一般社団法人 情報通信設備協会 事務局
〒 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：mitsumoto@itca.or.jp

3 
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■会員名簿（平成24年度版）表紙

社名・代表者        業務内容          所在地        電話番号等・取引先 

◎ (一社)情報通信設備協会  電気通信設備の設計･施工･  〒103-0025 TEL  (03)5640-6508
LAN  関 東 支 店 保守及び通信機器の販売   中央区日本橋茅場町 2- IP (050)3360-2587 

17-7 FAX (03)5640-6599 
○ ○ ○ ○  http://itca.or.jp    第 3 大倉ビル 3F ○○○、△△、□□
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■26年度「会員名簿掲載内容調査表」（サンプル）
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平成26年度本部下半期研修のご案内

　平成 26 年度本部研修の計画にあたっては、昨年度の実施状況と各地方本部の要望を踏まえ、①「冗長化技
術研修」を「LAN 実機トレーニング研修」に統合し、②開催日程を地方本部の希望に合わせて見直すとともに、
内容の充実を図りました。

　その結果、26年 4月から8月までの募集数に対する参加率は、①LANネットワーク技術者研修が55%（25
年度は42%）、②LAN実機トレーニング研修が50%（25年度は22%）、③無線LAN研修が100%（25年度は

26%）と、それぞれ大幅に向上しました。

　また、「LAN 実機トレーニング研修」終了後に実施する「LAN ネットワークプランナーマスター」試験の資
格取得者の在籍が「LAN 認定」企業の条件となっていることから、「LAN 実機トレーニング研修」の参加者数
が特に増えています。（参考：26 年 4 月から 8 月までに 8 社の会員が「LAN 認定」を受けています。）

　26 年 9 月以降の実施予定は 2 項のとおりとなっており、各コースとも参加申し込みを随時受け付けておりま
すので、多数のお申込みをお願いいたします。

１．平成26年度本部研修の体系

 1 
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２．平成26年度本部研修計画

３．各コースのご案内およびお申込み

研修内容、費用、お申込み方法等の詳細は、協会ホームページ
http://www.itca.or.jp/certification/index.html　　
をご欄下さい。

４．お問合せ先

　下記の本部事務局または各地方本部事務局へお問合せ下さい。

■LANネットワーク技術者研修
開　催　日　程 募集数 参加数 開催地 会　場

平成 26 年 4 月  8 日（火）～  9 日（水） 20 名 （中止） 大　阪 中央電気倶楽部
平成 26 年 5 月 15 日（木）～ 16 日（金） 10 名 15 名 広　島 中特会館
平成 26 年 6 月 10 日（火）～ 11 日（水） 10 名 8 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 （中止） 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 （中止） 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 14 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 7 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 受付中 金　沢 金沢流通会館
平成 26 年 9 月 10 日（水）～ 11 日（木） 20 名 受付中 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 受付中 東　京 情報通信設備協会

■LAN実機トレーニング研修
開　催　日　程 募集数 参加数 開催地 会　場

平成 26 年 5 月 29 日（木）～ 30 日（金） 20 名 11 名 大　阪 中央電気倶楽部
平成 26 年 6 月 4 日（水）～ 5 日（木） 20 名 10 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 8 名 広　島 中特会館
平成 26 年 7 月 16 日（水）～ 17 日（木） 10 名 6 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 （中止） 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 受付中 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 受付中 金　沢 金沢流通会館
平成 26 年 10 月 22 日（水）～ 23 日（木） 20 名 受付中 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 受付中 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 受付中 東　京 情報通信設備協会

■無線LAN研修
開　催　日　程 募集数 参加数 開催地 会　場

平成 26 年 5 月 28 日（水） 10 名 10 名 大　阪 中央電気倶楽部
平成 26 年 6 月 6 日（金） 10 名 10 名 東　京 情報通信設備協会
平成 26 年 9 月 12 日（金） 10 名 受付中 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 受付中 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 受付中 東　京 情報通信設備協会

地方本部 問合せ番号 地方本部 問合せ番号
関東 Tel 03-5640-4761 中国 Tel 082-569-9972
信越 Tel 025-279-5655 四国 Tel 089-911-1600
東海 Tel 052-241-1989 九州 Tel 092-592-8881
北陸 Tel 076-238-8384 東北 Tel 022-221-4772
関西 Tel 06-6341-3488 北海道 Tel 0133-75-8210

協会本部 Tel 03-5640-6508
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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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平成26年度第2回電気通信主任技術者試験のご案内

1．試験実施日
平成27年 1月 25日（日曜日）

2．試験実施地及び試験会場
（1）試験実施地　

札幌、仙台、さいたま、東京、藤沢、新潟、金沢、
長野、名古屋、大阪、広島、松山、福岡、熊本、
那覇の各地区で行われます。

（2）試験会場　　受験票により通知

3．試験申請の受付期間及び受付時間
（1）受付期間　

ア　申請書による申請は、平成26年 10月 1日
（水）から10月 31日（金）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 10月 1日（水）から10月
20日（月）までです。（以前に経歴証明書を
提出し、科目免除を認められた場合で同一種
別の試験を申請するときは、10 月 31 日（金）
が締切りです。）

イ　インターネットによる申請は、平成 26年
10月 1日（水）から11月 10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 11月 11日（火）までです。

（2）受付時間　
ア　 （一財）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、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

　電気通信主任技術者試験申請書兼試験手数料
払込取扱票用紙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、下記（3）
の（一財）日本データ通信協会電気通信国家試
験センターヘ申請書を郵送してください。試験

手数料については、（一財）日本データ通信協会
各事務所の窓口でも取り扱います。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方法は、ホームペー
ジ（http://www.shiken.dekyo.or.jp）を参照の上、
手続きを行ってください。試験手数料の払込方
法につきましては以下①～④にてお取り扱いし
ます。
①銀行を選択した場合は、指定された（一財）

日本データ通信脇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。

②コンビニエンスストアを選択した場合は、ス
マートピ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。

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、

　（一財）日本データ通信協会の振替口座に郵便
局の窓口で払い込んでください。

④試験手数料については、（一財）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
目の免除を申請する場合は、インターネット
による申請の受付は行いません。ただし、以
前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。

（3）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は、
次の事務所に提出（郵送可）してください。提
出期限は、受付締切日までです。

　一般社団法人 日本データ通信協会より、平成 26 年度第 2 回電気通信主任技術者」試験の実施の期日、場所、
その他試験の実施に関する事項が公示されましたので、次のとおりご案内いたします。
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 （一財）日本データ通信協会 電気通信国家試験
センター
〒 170-8585 東京都豊島区巣鴨 2-11-1　巣鴨室町
ビル 6 階
電話 03-5907-6556

5．申請書類の頒布
　試験申請書その他必要書類は、下記の（一財）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）で無料頒布します。

6．試験種別
（1）伝送交換主任技術者試験
（2）線路主任技術者試験

7．試験科目及び出題方式
（1）試験科目

ア　法規　  
イ　伝送交換設備及び設備管理（伝送交換主任

技術者試験の受験者に限ります｡）
ウ　線路設備及び設備管理（線路主任技術者試

験の受験者に限ります｡）
エ　専門的能力　　オ　電気通信システム

（2）出題方式　　択一方式（マークシーﾄ方式）

8．科目免除
　科目合格者、一定の資格又は実務経歴等を有する
者及び認定学校等の単位修得者は、申請により試験
が免除される試験科目があります。詳細は、ホーム
ページ（http://www.shiken.dekyo.or.jp）をご覧下さい。

9.試験手数料

10．試験綸果の通知
　試験結果は、（一財）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、（一
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.shiken.dekyo.or.jp）で

も合否の検索ができます。

11．問い合わせ先
　申請の手続き及び受験に関する問い合わせは、試
験実施地（受験希望地）を受け持つ次の各事務所で
受付を行います。
（1）札幌、仙台、さいたま、東京、藤沢

（一財）日本データ通信協会 電気通信国家試験セ
ンター
〒 170-8585　東京都豊島区巣鴨 2 丁目 11 番 1 号
巣鴨室町ビル 6 階
電話 03-5907-6556

（2）新潟、金沢、長野
（一財）日本データ通信協会 信越支部
〒 380-0872　長野県長野市妻科 426 番地 1　長野
県建築士会館 5 階
電話 026-235-6025

（3）名古屋
（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 丁目 12
番 13 号　中産連ビル新館 5 階
電話 052-939-1274

（4）大阪、広島
（一財）日本データ通信協会 近畿支部
〒 540-0029　大阪府大阪市中央区本町橋 7 番 3
号　郵政福祉内本町ビル 4 階
電話 06-6946-1046

（5）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 番地 1　松
山第 1 ビル 2 階
電話 089-946-4160

（6）福岡、熊本、那覇
（一財）日本データ通信協会 九州支部
〒 860-0012　熊本県熊本市中央区紺屋今町 2 番
23 号　第 2 コーヨービル 7 階
電話 096-311-1893

全科目（4 科目）
試験 ３科目試験 ２科目試験

18,700 円 18,000 円 17,300 円

１科目試験 全科目免除

16,600 円 9,500 円
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協会推奨書籍の斡旋について

下記の書籍を斡旋価格で販売しますので、ご希望の方は「書籍申込書」に必要事項を記入し、関東地方本部事務
局へ FAX でお送り下さい。

「実践問題シリーズ」（2014 秋版）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2014 年 5 月試験の問題、
②今後出題される可能性のある各種の過去問題」が、解説とともに漏れなく掲載されています。
是非、受験準備にお役立て下さい。

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

シリーズ 書　　　　名 判 型 頁 ISBN 定　価 斡旋価格

実戦問題
シリーズ

2014秋 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-89797-960-1 2,300 円 2,070 円
2014秋 DD1種実戦問題 A4 判 272 頁 978-4-89797-961-8 2,850 円 2,565 円
2014秋 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-89797-962-5 2,850 円 2,565 円
2014春 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-89797-942-7 2,300 円 2,070 円
2014春 DD1種実戦問題 A4 判 272 頁 978-4-89797-943-4 2,840 円 2,556 円
2014春 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-89797-944-1 2,840 円 2,556 円

精選問題
シリーズ

AI 3種 精選問題　 B5 判 176 頁 978-4-89797-699-0 2,200 円 1,980 円
AI 1・2種  精選問題 改訂版 B5 判 256 頁 978-4-89797-839-0 2,600 円 2,340 円

標　　準
テキスト
シリーズ

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

科 目 別
テキスト
シリーズ

わかる AI・DD全資格 〔基礎〕 改訂版 B5 判 176 頁 978-4-89797-945-8 2,200 円 1,980 円
わかる AI・DD全資格 〔法規〕 第3版 B5 判 224 頁 978-4-89797-946-5 2,200 円 1,980 円
わかる AI 1・2種 〔技術・理論〕 改訂版 B5 判 216 頁 978-4-89797-822-2 2,500 円 2,250 円
わかる DD 1・2種 〔技術・理論〕 第4版 B5 判 232 頁 978-4-89797-924-3 2,500 円 2,250 円
わかる AI・DD総合種 〔技術・理論〕 第3版 B5 判 368 頁 978-4-89797-913-7 2,800 円 2,520 円

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

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

●工事担任者・試験対策書籍
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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

LAN認定会員のご紹介

協会が会員企業の LANの設計・ 施工に関する技術・ 知識と実践力を認定する「LAN認定」に、7月31日現在で84社が
認定されています。
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認定番号 会員名 所属地方本部 URL 電話番号
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
0085 サンコムテクノロジ㈱ 関東 http://www.s-tcn.com 03-5924-7051
0086 五十嵐通信機㈱ 関東 http://www.igatsu.co.jp 042-740-2211
0087 ㈱アイ・エヌ・ジー 関西 http://www.ing-osk.com/ 06-6451-5851
0088 三和通信工業㈱ 関西 http://www.santsu.co.jp/ 06-6266-3211
0089 北第百通信電気㈱ 北海道 http://www.kdts.co.jp 011-551-1712
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■通常会員

◎　会社名　　美貴本株式会社
　　　　　　　（平成26年5月30日入会）　　
　　所在地　　大阪府大阪市　　
　　代表者　　米倉 彦之　　
　　TEL　　　06-6443-2001
　　事業内容　通信工事用資材工具、送電線用工具の販売、
　　　　　　　住宅設備の販売及び工事
　　URL　 　  http://www.mikimoto-japan.co.jp

◎　会社名　　株式会社コムワン
　　　　　　　（平成26年6月30日入会）　
　　所在地　　宮城県仙台市
　　代表者　　平塚 富美男
　　TEL　　　022-390-0122
　　事業内容　情報通信機器・ソリューション・
　　　　　　　サービスの提供

◎　会社名　　第一電話設備株式会社 豊橋営業所
　　　　　　　（平成26年6月30日入会）　
　　所在地　　愛知県豊橋市
　　代表者　　鵜飼 真充
　　TEL　　　0532-63-3800
　　事業内容　通信機器、ネットワーク商品の販売・施工・
　　　　　　　修理・保守、ドコモ商品、販売・修理
　　URL　 　  http://www.daiichi-ds.co.jp

◎　会社名　　株式会社 CATVセンター
　　　　　　　（平成26年7月3日入会）　
　　所在地　　高知県南国市
　　代表者　　髙橋 好子
　　TEL　　　088-862-2100
　　事業内容　辺地共聴、CATVの設計・施工・保守

◎　会社名　　ダイコー通産株式会社 仙台営業所
　　　　　　　（平成26年7月29日入会）　
　　所在地　　宮城県仙台市
　　代表者　　黒川 典裕
　　TEL　　　022-254-8222
　　事業内容　CATV、情報通信、電話機器及び関連材料
　　　　　　　の卸販売
　　URL　 　  http://www.daiko-tsusan.co.jp

◎　会社名　　有限会社平田通信　
　　　　　　　（平成26年7月30日入会）　
　　所在地　　高知県四万十市
　　代表者　　平田 清久
　　TEL　　　0897-57-6336
　　事業内容　電気通信工事

◎　会社名　　株式会社カナック・ビジネス・ソリューション
　　　　　　　　（平成26年7月30日入会）　

　　所在地　　香川県高松市
　　代表者　　尾﨑 一仁
　　TEL　　　087-813-9003
　　事業内容　情報通信設備の設計、施工、保守管理。各種
　　　　　　　電気通信設備、電気設備及びこれら付帯設
　　　　　　　備の建設、保守管理。情報処理業務並びに
　　　　　　　情報機器及びソフトウェアの販売、保守

◎　会社名　　有限会社スターコム
　　　　　　　（平成26年7月30日入会）　
　　所在地　　岡山県倉敷市
　　代表者　　武田 智史
　　TEL　　　086-460-0501
　　事業内容　FTTH工事の設計又は施工。その他電気
　　　　　　　通信業務に関わる工事

◎　会社名　　有限会社 pcworld
　　　　　　　（平成26年8月8日入会）　
　　所在地　　鹿児島県奄美市
　　代表者　　田下 智香
　　TEL　　　0977-55-0011
　　事業内容　携帯電基地局の保守、新設工事

■賛助会員

◎　会社名　　アイホン株式会社
　　　　　　　（平成26年7月31日入会）　
　　所在地　　愛知県名古屋市
　　代表者　　谷口 尚弘
　　TEL　　　052-682-2175

事業内容　通信機器、音響機器、電子応用機器並びに
各種電気機器の製造、据付工事、請負、修理、
売買及び輸出入。情報通信、情報処理及び
情報提供のサービス並びにインターネット
の接続仲介業。コンピュータシステム機器
及びソフトウェアの設計、開発並びに販売。

URL　 　  http://www.aiphone.co.jp

新会員（平成26年5月30日~平成26年8月10日）
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東海地方本部 〒460-0011
 

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

北陸地方本部 〒920-0209
 

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

関西地方本部 〒530-0004
 

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

中国地方本部 〒734-0007
 

広島市南区皆実町1-10-2 ㈱ソルコム皆実町ビル1F TEL 082-569-9972 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

真夏の夜の・・・と言えば我が家では
「コウモリ」です。この夏もすでに２回家
へ侵入してきました。中国では蝙蝠（コ
ウモリ）の漢字が福に通ずることから
「幸福を招く縁起物」といわれていま
す。また、俳句では夏の季語でもありま
す。「幸福を招く～」と思えば怖い顔も
少し可愛く思えるようになります。しか
し、今感染が拡大しつつある「エボラ
出血熱」の有力容疑者がオオコウモリ
と言われており、アフリカなどでは衛生
条件が良くないこともあって人から人
へ感染が広がっています。自然界には
色 な々ウイルスが潜んでおり、領域を超
えると自然から逆襲されるように思いま
す。ちなみに我が家へ侵入したコウモ
リは、一晩過ごして（寝て？）朝一番に
森へ帰って行きました。

（編集委員）

編集後記




