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FRONT VOICE

一般社団法人 情報通信設備協会
会長　網谷　駿介

新年を迎えて

新年明けましておめでとうございます。

会員の皆様には日頃から協会活動にご支援ご協力

をいただき、誠に有難うございます。

昨年は株式市場や雇用に改善が見られたものの、

GDP や一般消費については消費税後の落ち込みを

回復するに至りませんでした。上場企業の経常益は

一部の業界で大幅増となっていますが、円安による

資材の高騰や人手不足、設備投資の不振など問題は

多々残っています。

今年こそ政府が実施する成長戦略の実効が問われ、

更なる景気刺激策や地方創生及び東京オリンピッ

ク・パラリンピックの流れの中で、具体的な需要が

早期に出ることが期待されます。

我々の業界関連では、来日外国人から要望の高い

Wi-Fi 環境の整備と多言語対応ソフトの普及が急務

と考えられ、公共交通や各種案内の為のデジタルサ

イネージの需要も高まると思われます。

ICT 業界全般については、スマホ顧客の獲得競争

は個人の消費者から法人へと範囲を広げた競争が激

化するとともに、業務の効率化とコストダウンの為

のクラウド型アプリ、SNS 型アプリの浸透により、

オフィスの通信環境は大きく変化します。

企業の情報基盤は、従来のオンプレ型の TEL&PC& 

LAN から、スマートデバイスを駆使したクラウド

活用型のオフィス内外シームレスな形に変っていき

ます。これに伴いセキュリティの強化も図られなけ

ればなりません。

これは、会員企業にとってまたとないオポチュニ

ティであるとともに新たな脅威にもなります。機会

は誰にも平等にあります。

これからは単なる価格やサービスの競争ではなく、

事業モデルの転換を要求するような競争へと変化し

て行きます。

事業モデルの転換には、新技術を取得し新たな人

材の確保やその為の教育研修をしなくてはなりませ

ん。

ITCA は、今後とも会員企業にとって役に立つ新

技術や資格取得のための研修業務を中心的な活動と

して展開します。

積年の課題であった工事担任者等を取り巻く環境

の整備も図られつつあります。

事業の基盤となる会員の確保拡大については、皆

様のご努力のお陰で改善の兆しが見えてきているも

のの、まだまだ十分とは言えません。

今年はこれに更に拍車をかけ、私共の強みである

「お客様の情報基盤を永年しっかりお守りしてきた

こと（いわゆる “ エンゲージメント ” の強化を図る）」

をベースに、新たな飛躍を果たすべきと考えます。

協会は皆様とご一緒に成長して参りたいと思って

おりますので、どうか今年もよろしくお願い申し上

げます。
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地方本部だより

北陸新幹線開業と石川のまつり
一般社団法人 情報通信設備協会 北陸地方本部

輪島 弘也

■北陸新幹線の開業効果
　現行約 3 時間 50 分かかっている首都圏から金沢ま
での所要時間が、最短で 2 時間 28 分、約 1 時間 20
分の短縮となり、まさに首都圏と金沢市が直結され
ることとなります。
　直結することに伴う、１都３県から石川県への観
光およびビジネスの旅行客は 32 万人増、波及効果は
宿泊費や飲食費などを合わせると約 124 億円にも及
ぶと言われています。
（観光客は年間約 18 万 2000 人、ビジネス客は約 13
万 8000 人増え、波及効果では、旅行客が支払う飲食
費や宿泊費などの直接効果が 81 億 1000 万円、さら
に間接効果として、土産物の生産や宿泊サービスの
提供に伴う原材料の生産で 28 億 2000 万円、サービ
スなどの就業者の所得水準が上がり、消費が増える
ことに伴う効果 14 億 4000 万円が見込まれます。）

（出展元 : 日本経済新聞、日本政策投資銀行調べ）

■石川のまつり
　北陸新幹線開業後の春から夏にかけて、石川県内
各所でまつりが開催されます。

首都圏からの日帰り旅行も不可能ではなくなりま
すので、皆様のご来県をお待ち申し上げております。

■青柏祭（せいはくさい）
　能登半島のほぼ中心部に位置する七尾市で、毎年 5
月 3 日～ 5 日のゴールデンウイーク中に行われます。
　この祭りの日を農耕作業や野外仕事などの季節の
変わり目とし、人々の生活の中に深く溶け込んだ、
神と人との交歓し合う、能登路の春を彩る迫力のあ
る最大の祭りです。

　神饌を青柏の葉に盛って神前に供え、天下太平・
五穀豊穣を祈る大地主神社（通称：山王神社）に、
各山町から 3 台の曳山が奉納されます。

その起源は古く、中世能登守護職 畠山義統の世か
らだとも言われています。
　高さ 12m、重さ 20t、車輪の直径 2m におよぶ 3 台
の巨大な曳山（でか山）が狭い市街を民家すれすれ
に曳き廻される姿はまさに圧巻です。

圧倒的な大きさの「でか山」を一気に方向転換す
る（辻回し）シーンも必見です。

（出展元：Wikipedia）

北陸新幹線長野～金沢区間が平成27年3月14日開業します。首都圏から情報通信設備協会北陸地方本部の立地
する金沢市まで2時間30分で結ばれ、県民待望の新幹線開業となります。
開業にちなみ、北陸新幹線開業効果と皆様にご来県頂けますよう「石川のまつり」をいくつかご紹介させて頂きます。

金沢駅　鼓門

山王神社に集結する3台のでか山
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 　軒先ぎりぎりを曳き廻る

■金沢百万石まつり
　石川県の中心金沢市で、6 月第 1 土曜日を中心とし
て 3 日間に行われます。

NHK 大河ドラマ「利家とまつ」で有名となった加
賀藩の祖、前田利家が、1583 年 6 月 14 日、金沢城に
入城したことにちなんだもので、入城の行列を再現
した百万石行列をはじめ、薪能、茶会等のイベント
が行われます。
　祭りのメインイベントは百万石行列で、祭りの横
断幕を先頭に、市内の小中学生や警察、自衛隊など
による音楽パレード、ミス百万石、加賀鳶行列、獅
子舞（加賀獅子）行列、尾山神社の御輿、奴行列、
珠姫の輿入れ行列、お松の方行列、加賀八家家老行列、
前田利家公入城行列、赤母衣衆行列と続きます。

利家公役、お松の方は俳優・女優が起用されており、
平成 26 年はそれぞれ原田龍二さん、菊池麻衣子さん
が演じられました。

■あばれ祭り
　能登半島の先端に近い能都町宇出津で 7 月の第 1
金曜日および土曜日に行われ、県の無形民俗文化財
に指定されています。
　約 340 年前、当地に悪病が流行したため、京都の
祇園社から牛頭天王を招請して盛大な祭礼を始めた
ところ、神霊と化した青蜂が悪疫病者を救いました。
喜んだ地元の人は、キリコを担いで八坂神社へ詣で
たのが始まりとされています。
　初日の夜、高さ 7 ｍ、40 数本の奉燈（キリコ）が
太鼓や鉦を鳴らしながら、大松明の火粉の中を乱舞
し、暴れ回るように練り廻り、祭りは最高潮に達し
ます。
　翌日の昼ごろ、町内の渡御を終えた神輿は、海の
中や、置き松明の火の中に入れられます。夜になる
とその激しさは増し、神輿は原形が無くなるまで壊
されます。

このキリコ、神輿が暴れ回るさまは極めて勇壮な
ことからあばれ祭の名があります。
 　能登のキリコ祭りの先陣を切る祭りで、数あるキ
リコ祭りの中でも最も勇壮で荒々しい祭りの一つと
して人気があります。

軒先ぎりぎりを
曳き廻る

颯爽とした利家公

火の粉を乱舞するキリコ

火中で滅茶苦茶にされる神輿
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REPORT

「お客様と社会のよりよい未来を実現するために～ OKI は、「進取の精神」で次世代につなげる明るい未来を創
造します～」をテーマに、「OKI  PREMIUM  FAIR  2014」が 11 月 13 日、14 日の両日、東京都目黒区の恵
比寿ガーデンプレイス「ウェスティンホテル東京」で開催されました。社会インフラをはじめ、金融業・製造
業・流通業など様々な業界向けの商品やソリューションの展示のほか、基調講演や特別講演、セミナーが開催さ
れ、会場は終日、ディラーや業界関係者で賑わいました。

ＯＫＩ  ＰＲＥＭＩＵＭ  ＦＡＩＲ  ２０１４　展示会模様

　展示会場は、「暮らしを「つなぐ」社会システムゾー
ン」「社会の変化を先取りする企業システムゾーン」

「ワークスタイル変革ゾーン」「持たない経営ゾーン」
の四つのゾーンに分かれて社会活動や企業活動の商
品、ソリューションが紹介されるとともに、会場内
のワークショップでは詳細な内容紹介が行われ、多
数のお客様が参加いたしました。
　
■基調講演
　初日（11 ／ 13）は、午
前 10 時から「お客さま
とともに創造するよりよ
い社会」と題して沖電気
工業株式会社 代表取締役
社長 川崎秀一様の基調
講演が行われ、様々なソ
リューションを通じてよ
りよい社会を実現してい
く沖電気工業の取組みを
講演されました。

■暮らしを「つなぐ」社会システムゾーン
　安心安全な社会を実現するためのインフラを支え
るシステムとして、構造物の遠隔モニタや点検装置、
モバイル映像監視システムや介護・健康サービスシ
ステム、移動体検知システムや歩行者に車両の接近
知らせる歩行者向け安全支援システムなどが展示さ
れました。橋梁やトンネル壁面のひび割れ・浮き・
剥離を人の耳に代わって効率的に点検する「打音検
診装置」は早い普及が期待されます。

打音検診装置

沖電気工業㈱
川崎社長
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■ワークスタイル変革ゾーン
　ワークスタイルの変革にはユニファイドコミュニ
ケーション（UC）システムの導入が必要であるこ
とから、スマートフォンやウェラブルデバイスにク
ラウドを組み合わせ、オフィスや工場、屋外、店舗、
ホテル、病院、家庭などの多様な活動シーンに合わ
せた高度なシステムが展示され、現場の作業者がス
マートフォンで撮影した映像により遠隔地の事業所
から指示する遠隔作業支援システムや、画面に写っ
ている職場内や遠隔地の人物をタッチすると相手の
スマートフォンと直接に映像でコミュニケーション
できるインフォメーションボードが注目を集めてい
ました。

■社会の変化を先取りする企業システムゾーン
　銀行や商店、コンビニなどの店舗や街でお客様の
社会生活を支援する新しいビジネスシステムとして、
お客様のニーズに合わせて拡張・縮小・移転が可能
なモジュール型軽量化店舗や、災害地やイベント会
場、高齢者住宅など、場所を問わずに金融窓口を開
設できる超小型移動店舗が展示されました。
　また、オフィスの設計から設計・保守までをワン
ストップで提供してリニューアルや移転に対応する、
オフィスリニューアル・移転まるごとサービスが紹
介されました。

■持たない経営ゾーン
　クラウドを活用してお客様の効率的な経営を支援
するサービスとして、クラウドサービス EXaaS と、
EMS サービス Advanced M & EMS が展示されまし
た。

■特別講演
　11 月 13 日には「脳と挑戦～絆で創る輝く未来！」
と題して、困難を力に変える生き方・脳の作り方に
ついて、脳科学者の茂木健一郎氏の講演が、また 11
月 14 日には「経済報道の現場から」と題して、企業
トップが持つべき資質や人間力について、フリーキャ
スターの小谷真生子氏の講演が行われました。

遠隔作業支援システム

インフォメーションボード

車で移動できる金融窓口
（超小型移動店舗）
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業界ニュース　10月 

北海道とヤフー㈱（以下、Yahoo!JAPAN）は 9 月、連携と協力に関する協定書に調印をした。北海道は、「公共サービスの充実」
「活力と潤いのある地域づくり」を目的に、民間企業の知識、技術、アイデアを活用して、官民一体となった協働を積極的に推進
している。

両者は今回、包括連携協定として①道政情報などの発信（道庁や道内自治体ＰＣホームページのスマートフォン版・タブレッ
ト版）②災害協定の締結③北海道経済の活性化（北海道ご当地モールの開設）④デジタル人材の育成（自治体の広報技術の向上）
⑤電子自治体の推進（インターネットの活用）など 6 つの分野で協定を結び、北海道の課題解決に取り組んでいく。

北海道と Yahoo！JAPAN、包括連携協定を締結　
～道庁や道内自治体の情報を Yahoo!トップページ上に掲載～

㈱ヤクルト本社では、ヤクルトレディが携帯する情報端末に、Apple 社製「iPod touch」を採用し、10 月より順次全国導入を進める。
ヤクルトでは、2002 年より、商品の販売管理を目的として専用端末を採用しており、現在約 13,000 人のヤクルトレディが活用している。

この度採用する「iPod touch」は、販売管理機能の充実に加え、ヤクルトレディの教育ツール、お客様とのコミュニケーションツー
ルとしての機能拡張が可能な、汎用性の高い情報端末で、従来の専用端末に比べ、視認性や操作性の向上、軽量化などにより、ヤ
クルトレディの労働負担軽減も期待できる。

この導入を契機に、健康情報、商品情報を各端末にタイムリーに配信し、ヤクルトレディからお客さまにより良い情報を伝える
仕組みを構築する。

ヤクルトレディが携帯する情報端末に「iPod Touch」を採用　～ヤクルトレディの労働負担軽減へ～

日本マイクロソフト㈱は、日本市場向けに最適化した個人向けの新しい Office「Office Premium プラス Office365 サービス」（以
下：Office Premium）および「Office 365 Solo」（サブスクリプションサービス）を 10 月 17 日より発売した。両製品ともに日本市
場でのみの提供である。

Office Premium は、日本において長年幅広いユーザーに利用され、好評を得ている Office プレインストール PC と、すでに
海外で提供され、急速に普及が進むクラウドサービスである Office 365 のそれぞれの利点を組み合わせた日本独自の製品である。

「Office Premium プラス Office365 サービス」はパートナー各社の PC および Surface Pro3 に搭載、全国の PC 販売店、オンライン
ストアなどで販売。「Office 365 Solo」は、サブスクリプションサービス（1 年ライセンス）11,800 円（税抜参考価格）で販売する。

日本マイクロソフトが日本市場に最適化した個人向けの新しい Officeを発売

サイボウズ㈱は、「日経 BP ガバメントテクノロジー」誌（発行：株式会社 BP）が 2014 年秋号（日経コンピュータ 2014 年 10
月 2 日号の Book in Book）で発表した「自治体 IT システム満足度調査 2014-2015 グループウエア部門」で、総合満足度第１位を
獲得した。

サイボウズは、総合満足度で第１位を獲得したことに加え、11 のすべての評価項目で部門平均を上回り、中でも「導入や初期
設定の容易さ」「性能」「運用管理の容易さ」「システム構築の容易さ」の項目で高い評価を獲得した。

サイボウズのグループウエア製品は、現在、全国 502 の自治体で導入されている。（2006 年以降 2014 年 8 月にいたるまでに製
品を購入した数で、1 つの市に複数導入した場合も 1 件と計算している）

サイボウズが自治体ＩＴ満足度調査2014-2015　グループウエア部門で１位

総務省は 10 月 8 日に開いた有識者会合で、NTT が計画している光ファイバー通信回線（FTTH）の卸売りサービスを事実上
認めることなどを盛り込んだ情報通信政策に関する報告書案をまとめた。異業種の企業による FTTH を利用したサービス参入が
期待でき、電力や映像配信サービスなどとのセット販売が通信市場で増えることが見込まれる。ただ、卸売りの料金や提供条件
の公平性を重視し、「外部による検証可能性も含め、一定の透明性が確保される仕組みの導入を検討することが適当」とした。

これにより NTT ドコモが移動通信サービスと FTTH サービスのセット割引も可能になる。これに対して他通信事業者が「こ
れまでの議論の進め方が不透明でドコモに個人向け事業が集約される可能性がある」「引き続き公平性や透明性が実施されるよう
に要望していく」との考えを表明した。

総務省有識者会合で報告書案まとめる　～「固定・携帯のセット割りを可能」～

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟（以下 JCTA）と㈱インターネットイニシアティブ（以下 IIJ）は、MVNO 事業で協業し、
全国のケーブルテレビ事業者に向けて業界連携 MVNO プラットフォームを提供し、ケーブルテレビ利用者に対する低価格スマ
ホサービスの展開を支援する。

本協業により、ケーブルテレビ業界が一体となって MVNO 事業に参入できる環境を整備し、JCTA が業界での MVNO サー
ビスの活用を推進し、ケーブルテレビ事業者のニーズに対応した業界連携 MVNO プラットフォーム提供を IIJ が支援する。さら
に、スマートフォン等の携帯端末を JCTA が取りまとめることでコストを抑えた調達をはかる。ケーブルテレビ事業者は、個別
に MVNO 事業を立ち上げるよりも、JCTA 業界連携 MVNO プラットフォームを利用することで、サービス運用コストを抑える
ことができる。

JCTAと IIJ、ケーブルテレビ事業者向けに業界連携 MVNOプラットフォームを提供開始
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LINE ㈱は、同社が運営する無料通話・無料メールスマートフォンアプリ『LINE（ライン）』において、iPad 版を全世界で提
供開始した。

iPad 版では、デバイスに最適化されたデザインを採用、大きな画面とキーボードを使ってのコミュニケーションが可能になった。
iPad でブラウジングや動画視聴を楽しんでいる最中や、仕事場や出先で iPad を使用しての作業中も、デバイスを切り替える必要
なしに、気軽に LINE を利用できる。また、ストレスなく複数の端末で LINE を利用することができ、自宅では iPad 版、外出時
はスマートフォン版など、用途に合わせた使い分けが可能である。

なお、iPad 版はスマートフォン版のサブデバイスとして位置づけられ、スマートフォン版で登録したメールアドレスとパスワー
ドを入力するだけで、友達リストや購入したスタンプもそのままに、iPad での LINE を楽しむことができる。

LINEが iPad版を全世界で提供開始

　IT 専門調査会社 IDC Japan ㈱は、国内 IT サービス市場予測を発表した。これによると同市場は 2013 年末から 2014 年前半に
かけて SI（System Integration）などシステム構築需要が好調に推移し、2014 年の市場規模は 5 兆 1,720 億円、前年比 2.8％増の成
長が見込まれる。これは同市場が 2012 年にプラス成長を回復して以来最も高い成長率である。

2015 年以降も同市場は堅調に成長を続け、20013 年～ 2018 年の年間平均成長率は 1.9%、2018 年市場規模は 5 兆 5,239 億円と予
測している。

国内 IT サービス市場は、堅調な成長を続けられるとみられるものの、開発や運用の省力化／自動化や IT 投資の海外シフトなど、
構造変化に見舞われており、国内 IT サービスベンダー各社は、システムを『作る／運用する』だけではなく、作ったシステム
がどう顧客ビジネスに貢献するのかまでを含めて提案し、その結果に対しても責任を負うべきである」と分析している。

IDCジャパン・国内 ITサービス市場予測を発表

㈱ソリトンシステムズは、セキュリティ機能を強化した高速リモートコントロール製品「Soliton Secure Desktop（ソリトン セキュ
アデスクトップ、以下 SSD）を 10 月 29 日に発売開始した。SSD は、外出先や自宅で、手元の PC ／スマートデバイスから、オフィ
スにある Windows / Mac などの操作・利用を可能にする製品である。
　ソリトンはこれまで、端末に情報を残さず、安全に社内・クラウド Web システムにアクセスできる Soliton SecureBrowser（以下
SSB）によって、モバイルワークや在宅勤務、BYOD でのセキュリティのニーズに応えてきたが、Web ベースではないシステムや、
Windows・Mac 専用のアプリケーションを利用するユーザーから、SSB と同じようにリモートから安全に利用できる仕組みをマル
チデバイス対応で提供してほしいという要望があり、今回の SSD はこれに応えるもので、外出先の iPad から会社の Windows 端末
を操作したり、自宅の Windows 端末から会社の Mac 端末を操作したりすることが、高いセキュリティで可能となっている。

ソリトン、高セキュリティのモバイルワーク向けリモートコントロール製品を新発売

富士ソフトグループのイデア・コンサルティング㈱（以下イデア）は、クライアイト・サーバー型アプリケーションを簡単に
クラウドサービスに移行する「iDEA Desktop Cloud for C/S Pack（イデア デスクトップ クラウド フォア クライアント・サーバー 
パック）」を 11 月 4 日に提供開始する。

このサービスでは、クライアント／サーバーシステムのソフトウェアを改変することなく、簡単かつ短期間にクラウドサービ
ス化することができ、運用・保守までイデアがトータルサポートし、コスト面でも効果が期待できる。システムはすべてクラウ
ド化され DC で管理されるので、セキュリティも万全、BCP 対策としても有効である。

イデア・コンサルティング、クライアント・サーバーアプリを簡単に低コストでクラウドに移行

独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下中小機構）は、日本の優れたものづくり中小企業を国内大手企業や海外企業につな
ぐマッチングサイト『J-GoodTech（ジェグテック）』を 10 月 27 日に公開、会員登録受付を開始した。

ジェグテックの目的は、①全国の優れた「ものづくり中小企業」の情報を発信し、大手企業等との新たな取引につなげる。②
海外に向けて日本の優れた技術や製品を積極的に紹介し、中小企業の海外展開を促進する。③大手企業のニーズに応えるオープ
ンイノベーション環境を整備し、産業界全体の活性化に貢献する。であり、企業の情報を日本語と英語の 2 か国語で掲載し、大
手企業や海外企業に向けて発信する。大手企業からニーズや課題を掲載企業向けに発信し、掲載企業から解決提案を受けること
ができる。また、ウェブシステムだけでなく、全国の地域本部に配置する専門家による仲介サポートや、大手企業との商談会の
開催等リアルの支援を加え、効率的・効果的にマッチングし共同開発や技術提供、売買取引につなげていく仕組みである。

掲載企業は、来年度末までに中小企業 3,000 社に拡大する予定で、大手企業のジェグテックパートナーは当面 500 社程度の登
録を目標としている。

中小企業整備機構　
～優れた技術・製品を有する中小企業が集結した日本初のマッチングサイトを始動～

株式会社オプト（以下オプト）は、ユーザー参加型マーケティングプラットフォーム『Shuttlerock』（シャトルロック）の日本
総販売代理店として、7 月から販売サービスを開始した。
　『Shuttlerock』は、ブランドの顧客が作成したコンテンツを自社サイトに活用し、ソーシャルハブを構築するソリューションで
ある。最新のユーザーコンテンツを自社サイトに日々活用し、購買に結び付けたり、簡易にオウンドメディアを活性化すること
が可能となり、より深くユーザーと交流することが可能になって、今まで収集することが難しかったユーザーコンテンツを使っ
たマーケティングが簡単に実施でき、世界で累計 150 社が導入している。

オプト、ユーザー参加型オウンドメディア『Shuttlerock』を総販売代理店として本格販売
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業界ニュース　11月 

農業経営支援クラウドサービスでは、農作物の栽培工程ごとのコスト、圃場状況、取引先ごとの出荷計画などをきめ細かく管
理することにより、農作物を栽培する前に採算性のシュミレーションが可能となり、経営の視点から栽培計画を立案することが
可能になる。

また、圃場ごとの栽培・収穫・出荷状況の把握や、栽培計画と実績の対比が可能となり、農業経営の評価・分析を実現するこ
とで収益率の向上を図り、次世代会員農家の収益率向上を支援し、農業の持続可能な発展に貢献する。

本サービスの価格は、月額 25,000 円～（税別、5ID 含む）で、NEC は 2017 年度末までに 300 社・団体への提供を目指す。

ＮＥＣ、農業経営支援クラウドサービスを提供開始
～採算性を見える化し、農家の収益率向上に貢献～

マスプロ電工㈱は、学校や病院、ホテル、企業、官公庁などの館内自主放送を、デジタルテレビで視聴できる地上デジタル放送
方式に対応した、HD エンコーダー内蔵 OFDM 変調器 HDEC4MD を 10 月から発売した。

HDEC4MD は、自主放送を地上デジタル放送と同じ信号方式の OFDM で変調し、各部屋に設置された市販の地上デジタル放送
対応テレビや地上デジタルチューナーで受信できるようにするための機器であり、HD エンコーダーを内蔵しているので、ハイビジョ
ン画質（HD）と標準画質（SD）の放送のどちらにも対応している。　また、パソコンの HDMI 端子から入力した映像を地上デジ
タル放送の信号に変換できるので、多様な映像ソースに対応できる。HDEC4MD 型の希望小売価格 550,000 円（税別）

マスプロ電工、HDMI専用　～ＨＤエンコーダー内臓ＯＦＤＭ変調器を新発売～

㈱ TFF（テクトロニクス）は、USB アーキテクチャをベースとした、コスト・パフォーマンスに優れた新しいクラスのリア
ルタイム・スペクトラム・アナライザ、RSA306 型を 11 月 5 日から販売開始した。新製品の RSA306 型は、本格的な RF 信号解
析機能を画期的な価格で実現したこれまでにないリアルタイム・スペクトラム・アナライザである。

9kHz ～ 6.2GHz の広い周波数測定範囲と 40MHz のリアルタイム帯域幅の性能を備えながら、質量はわずかに 590g である。テ
クトロニクスの SignalVu-PC ソフトウェアと併用することで、予算の厳しい研究・開発、無線通信システムの設置、メンテナンス、
不要輻射、干渉電波解析、大学などの教育機関向けのアプリケーションで優れた解析機能を提供する。

テクトロニクスがコスト・パフォーマンスに優れたＵＳＢリアルタイム・スペクトラム・アナライザを発表

政府は税務調査の証拠となる領収書や契約書の原本を、原則 7 年間保管するように企業に義務付けた規制を 2015 年にも緩め
る方針だ。現在、3 万円以上の場合には紙のまま保管するように求めているが、スキャナーで読み取って画像データを保存すれ
ば原本を捨てられるようにする。経団連などに示した見直し案によると、15 年にも財務省令を改正して 3 万円の線引きをなくし、
高額の領収書や契約書にもスキャナーによる保存を認める。

これまでも 3 万円未満の場合に限ってスキャナーで読み取れば原本の廃棄を認めているが、3 万円以上と別々に処理するのが
面倒なため、すべての書類を紙のまま保管する企業が大半だ。スキャナーで読み取った画像データは比較的簡単に加工できるため、
財務省は社内のチェック体制の整備などをスキャナー保存の用件にし、不正が横行しないように細かく定める方針だ。

政府が領収書や契約書の電子保管を企業に認める方針　～15年にも規制緩和～

米 Microsoft は 11 月 6 日（現地時間）、iOS 版の Office アプリに iPhone 用の「Office for iPhone」を追加した。価格は無料で
AppleのApp Storeから入手できる。また、これまでiOS版のOfficeアプリでOfficeファイルを作成もしくは編集するために必要だっ
た Office365 の契約が不要になり、全てのユーザーが無料で iOS 版 Office の基本機能を全て使用できるようになった。

Microsoft はこれまで iPhone 向けに「Office Mobile」というスマートフォン用の Office アプリを提供し、iPad 向けには「Microsoft 
Word」「Microsoft Excel」「Microsoft PowerPoint」という 3 つのアプリを提供していた。iOS 版 Office は PC 版や Mac 版の Office
の体験を損なわないようにファイルを表示し、iPad のユーザーインタフェイスで Office の基本機能を利用できるようになってい
た。バーション 1.2 では、iOS 版 Office が iPhone の画面やユーザーインターフェイスにも対応したユニバーサルアプリになった。
iPhone では、実際のドキュメントのレイアウトと、iPhone の画面で読みやすいレイアウトの選択が可能。

米 Microsoft、「office for iPhone」をリリース　～ iOS版 Officeを完全無料化～

新しく設計された Chromebook は、起動からわずか数秒でオンラインになり、メールの処理、ネットサーフィン、カレンダー
の管理、ドキュメントの編集など、日常的なことはすべてウェブで簡単に行える。さらに、自動更新され、使っているうちに速
度が上がり性能も向上する。セキュリティ機能も自動的に更新されるため、セキュリティやアンチウイルスソフトのアップデー
トに手間をかけることなく、常に最新の状態で最も安全に利用できる。また、ユーザーそれぞれが個別にアカウントを持つこと
ができるので、家族やルームメイトとも気軽に共有できる。

また Google が提供する Gmail、ドライブ、検索、Google マップ、YouTube、Google プレイ、Google+ ハングアウトなど、すべてのウェ
ブアプリを利用でき、高価なソフトを別途購入する必要もなく、インターネット接続がない場所でも作業を続けることができる。

Googleがクローム OSを搭載した PC、クロームブックを一般向けに発売



9

パナソニック㈱は、5月28日にリコール社告を実施し、2011年4月から2011年10月に製造したノートパソコン2シリーズ（CF-S10
シリーズ、CF-N10 シリーズ）の一部の機種に同梱したバッテリーパック、およびオプション・サービス用に販売したバッテリー
パックについて、発煙・発火に至る可能性があるとして、事故防止のための市場対応を行っているが、5 月 28 日の社告以降、リコー
ル対象でない機種の発煙・発火事故か4件発生したため、リコール対象外機種も一部含めて11月13日にリコールの拡大を発表した。

2011 年 4 月から 2013 年 11 月に製造したノートパソコン 5 シリーズ（CF-S10・CF-N10・CF-SX・CF-NX・CF-H2）の一部の機
種に同梱したバッテリーパック、およびオプション・サービス用に販売したバッテリーパックにリコール対象の範囲を拡大した。
フリーダイヤル 0120-870-163 　9~17 時　（土日祝を除く）

パナソニックがノートパソコン用バッテリーパックをリコール

㈱ MM 総研は、11 月 20 日、2014 年度上期（2014 年 4 月～ 2014 年 9 月）の国内タブレット端末出荷台数の調査結果を発表した。
① 2014 年上期のタブレット端末出荷台数は前年同期比 20.8%増の 413 万台（「Wi-Fi タブレット」および「セルラータブレット」（SIM
フリータブレットを含む）、②メーカー別出荷台数は Apple が 179 万台（シェア 43.3%）で半期別の出荷台数シェア 9 期連続 1 位、
③ OS 別台数シェアは Android 198 万台（47.9%）が iOS を上回り 1 位、④ 2014 年度通期は 910 万台（前年度比 21.7%増）、と予測。

今後の市場押し上げ要因として、拡大が進む MVNO 事業者の格安 SIM カードを活用した SIM フリー端末の増加が見込まれる
ことや、条件付で無償となった Windows タブレットの低価格モデルによる裾野の拡大があげられ、買い替え需要を含めたタブレッ
トの市場規模は堅調に増加していくと見られる。

ＭＭ総研、2014年度上期国内タブレット端末出荷概況を発表

イメーション㈱は、iPhone などの iOS 機器に接続して写真や動画など各種データの高速転送および保管が可能な LINK Power 
Drive を 12 月 5 日より発売した。「イメーション独自の調査により、多くの iPhone ユーザーがメモリ不足やデータの転送手段に
不満を持っていることが明らかになった。

LINK Power Drive はそのようなニーズに応えるために開発された外付けメモリ製品である。また、LINK Power Drive 中に
保存した動画や映画などのコンテンツを iPhone に移動させることなく、スムーズにストリーミング再生する事も可能である。
Lightning コネクタ搭載の iOS7.0 以上の全ての iPhone に対応。

イメーションがｉＰｈｏｎｅの高速データ転送／保存ができる LINK Power Driveを発売

訪問介護やデイサービスなどの居宅介護サービスを手がける㈱やさしい手は、ソフトバンクテレコムとセントラル警備保障と
の業務提携により、高齢者を対象にした見守りサービス「あったか声かけサービス」を 11 月 11 日から提供開始した。
　「あったか声かけサービス」は、ソフトバンクテレコムが提供する GPS 機能付きソフトバンクモバイルの携帯端末「みまもり
ケータイ 3 SoftBank 202Z」をケアコール用の端末として活用し、やさしい手が利用者ごとに作成する「暮らしプラン」に基づい
て、月に 1 度の定期的な電話連絡、365 日受付の電話相談、サービス経過記録閲覧サービスと、セントラル警備保障が提供する
緊急時の駆けつけサービス「CSP ケータイ de アシスト」を連携させ、個別ニーズに基づく継続的な声かけ、安否確認、生活相談・
支援を行うサービスである。基本料金は月額 1,500 円（税別）

やさしい手、高齢者向け見守りサービス提供開始　
～ＧＰＳ機能付き携帯端末を活用し在宅生活を支援～

日本 IBM は、国内での新たな事業の創造を目的に創意工夫するスタートアップ企業の支援の一つとして、スタートアップ企業
を支援するプログラム「IBM Global Entrepreneur Program for Cloud Startups（グローバル・アントレプレナー・プログラム・フォー・
クラウド・スタートアップ）」の開始を発表した。

今回発表したプログラムは、創業から 2 年以内、年間の売上が 1 億円未満のスタートアップ企業を対象に、「IBM Bluemix」を
はじめとする IBM のクラウドサービス 「IBM Cloud」を 1 年間で最大 1,200 万円分、無償提供し、既存のソフトウェア無償提供の
プログラムを組み合わせることで、スタートアップ企業が事業化を進める際に必要な統合的な IT インフラと IBM の豊富な人材
による技術支援を行う。

また、他のスタートアップ企業やビジネス・パートナーなど、IBM のネットワークと連携することで、モノのインターネット
（Internet of Things : IoT）やビッグデータ分析などの先進的なテクノロジーを活用してビジネス・アイディアの具体化を支援する。

当プログラムの募集は、平成 26 年 11 月 25 日より開始する。

日本ＩＢＭ、クラウドサービスでスタートアップ企業の ITインフラを支援

富士通㈱は、Andoroido4.4 を搭載した SIM フリーのスマートフォン「ARROWS M01」を開発し、第一弾として、イオンリー
テルに提供する。新スマートフォンは 12 月 5 日から全国イオンで発売。本製品は、「ヒューマンセントリックエンジン」による
聞きやすい「スーパーはっきりボイス」などに加え、従来のフィーチャーフォンと同じ感覚で操作できるホーム画面「シンプル
ホーム」などこれまでに培った技術を搭載しており、初めてスマートフォンを使う人でも簡単に使いこなせる。また長時間使用
できる 2,500mAh の大容量バッテリー、防水（IPX5/8）・防塵（IP5X）、150Mbps という高速 LET への対応など、基本機能を充
実させることで安心して利用できる。さらに「ARROWS M01」は屋外でも見やすい有機 EL ディスプレイ、カメラ、その場の雰
囲気を自然な色のまま写真撮影ができる暖色系フラッシュなどの機能が充実している。カラーバリエーションはホワイトとブラッ
クの 2 色を展開する。

富士通が Androidスマートフォン「ＡＲＲＯＷＳ Ｍ０１」を提供開始
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　PBX ／ビジネスホンに接続する通信機器／アダプター
／システムで、業務効率化やコスト削減を実現する「周
辺装置」といわれるものは早くから登場している。古く
は企業内交換手が利用する「中継台」のように基本機能
に近いものから、最近の無線 LAN アクセスポイント（AP）
につなげる「PoE 延長装置」のようにソリューションに
近いものまで、多岐にわたる。
　顧客ニーズの変化、技術の進化によって、次々と新し
い製品が発売されており、一律に分類するのが困難なほ
ど、多様化している。
　現状では、音声関連、データ通信関連、画像関連、モ
バイル／ワイヤレス関連、IP 関連、業務関連など、やや
ランダムに大括りに分類されている。
　しかし、PBX ／ビジネスホンの技術の進化に合わせて、
その機能をより効率的に活用したり、新しい用途に利用
したりする場合には不可欠な製品として、近年、その重
要性が見直されている。
　周辺装置の最近の傾向としては、①モバイル／ワイヤ

レスをより効果的に活用するタイプ、②単体ではなくシ
ステム化してより使いやすくしているタイプ、③技術的
には陳腐化していても企業の強いニーズで継続している
タイプなどがみられる。
　ここでは、この 3 つの観点から、最近の PBX ／ビジネ
スホン周辺装置市場における主なベンダーの製品と取り
組みを紹介する。

無線ニーズで給電系に注目
　企業のモバイル／ワイヤレス活用ニーズによって需要
が増しているのが、PoE スイッチとその給電距離を伸ば
す PoE 延長装置だ。
　PoE 延長装置は、AC ／ DC 電源の確保が難しい場所
や広大な敷地に無線 LAN を構築する際に重宝されてい
る。電源ケーブルを長距離はわせる必要がなく、工期の
短縮と共に電源工事などのコスト削減にもつながるから
だ。
　ハイテクインター取締役で管理部兼ビジネス推進部長

「ＰＢＸ／ビジネスホン周辺装置」 多様化する
企業ニーズに応じて進化

業界特集

PBX ／ビジネスホン周辺装置市場が技術進歩と顧客ニーズの多様化のなかで活性化している｡ 古くから需要の
あるものから新しい需要に応えるものまで多様化している製品の最新動向を追った。　

文◎横田 麻生子（テレコミュニケーション）

（図表1）ハイテクインターの MaxiiCopper　接続構成例
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の高石真弘氏は、「PoE 延長装置は、IP 監視カメラシス
テム構築に付随して導入いただくのがほとんどでしたが、
最近になって無線 LAN 構築と絡めて導入いただくケース
も増えてきています」と述べる。
　 ハ イ テ ク イ ン タ ー の PoE 延 長 装 置「MaxiiCopper 
Vi2300 シリーズ」は図表1のように通信速度 100Mbps
で最長 650m の拠点間を結び、PoE 接続機器への給電が
可能なことから、大型ショッピングモールやダム監視な
どにも使われている。
　最大の特長は、－ 40 度から＋ 75 度の環境で動作でき
る耐久性の高さだ。この仕様であれば、全国に拠点展開
している企業の一斉導入でも 1 つの製品で対応できる。 
MaxiiCopperVi2300 シリーズと同様、動作温度範囲の広
さを特長とする同社の産業用無線 LAN アクセスポイント

（AP）「APPro X」「AP One 300M」とのセット提案を進
めている。
　今後は、消費電力の多い高機能な IP カメラや IEEE 
802.11ac 対応 AP の登場を受け、より給電量の多い PoE+
対応シリーズを MaxiiCopperVi2300 シリーズと同価格帯
で 10 月に提供開始する予定という。
　一方、一般的なオフィスヘの導入が進んでいるのが
PoE スイッチだ。
　オフィスでは、IP 電話機や IP カメラ、AP などの多数
の IP 端末を運用できることが前提条件となるため、ここ
では収容できる端末数の多さと大容量給電が可能である
ことが重要ポイントである。
　NETGEAR は、小規模ネットワークから大規模ネット
ワークまでカバーできる豊富な PoE スイッチのライン
ナップを活かした「PoE スイッチソリューション」を展
開している。
　スイッチの製品ラインナップのなかで重要な役割を果
たすのが、「M4100-D12G-PoE+」だ｡  PoE 給電を中継す
るパススルー機能を備えており、上位の PoE スイッチ
から給電を受けて自身を稼動させながら、各ポー卜に再
分配できる。これにより、量販店の販売フロアなどの外
部電源のない環境で柔軟なネットワーク設計を実現する。
15 万 400 円という手ごろな価格でライフタイム保証を標
準添付している点も魅力だ。
　一方、災害時の継続運用という観点で開発されたナカ

ヨの停電対応 PoE ハブ「NYC-7POE-PF」（写真）もユニー
クだ。

　バッテリーを内蔵しており、停電時には AC 電源から
バッテリー電源に切り替えて給電を継続する。IP 電話機
は、停電時に使えなくなる点が大きな課題となっていた
が、その問題を解消した。
　また、ビジネスホン「NYC-iF シリーズ」の省エネモー
ドと連携し、ポートごとに給電のオン／オフ設定ができ
る。タイマー設定によりオン／オフを切り替えることも
可能だ。
　例えば、業務時間外に給電をオフにしたり、休暇中で
在席していない従業員の IP 端末への給電を止めることで、
省エネによる電力コスト削減ができる。

音声定額料金が追い風に
　同じモバイル／ワイヤレス活用ニーズによって需要が
増しているのが、ビジネスホン主装置と携帯電話を結び、
携帯電話網経由で発信・通話できるようにするモバイル
アダプターだ。
　携帯電話 3 キャリアは今年春、音声定額の新料金を発
表したが、これを契機に需要が拡大している。
　これまでの音声定額プランは同じキャリアの端末同士
の通話にしか適用されなかったが、新料金プランでは
NTTドコモの場合、携帯電話は月額2200円、スマートフォ
ンは月額 2700 円を支払えば、国内通話がかけ放題になる。
　アレクソン生産本部副本部長兼品質保証部部長の田中
裕二氏は、「我々がターゲットとする中小零細企業はコス
ト削減が一番刺さります。例えば、ひかり電話で毎月 1
万円支払っていた通話料金が毎月 2200 円になり、さらに
変動費も 0 円、といった明確なコスト削減提案ができる

ナカヨの停電対応 PoEハブ「NYC-7POE-PF」。ビジネスホン
「NYC-iFシリーズ」主装置と連動して PoE給電のオン╱オフを
切り替えられる

（図表2）アレクソンの MTL100発信利用イメージ
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ようになりました」と述べる。
　アレクソンのモバイルアダプター「MTL100」は、ビ
ジネスホン主装置に接続し、固定電話の発信をモバイル
アダプタにつないだ携帯電話を経由して行うことで定額
プランを適用、通話料を削減する（図表2）。
　例えば、外出中の従業員への電話転送については、転
送料金がかからなくなる。
　また、MTL100 は、ダイヤルイン機能を搭載しており、
固定電話機の外線ボタンのひとつを「MTL かけ放題」に
設定すれば､ 通常の固定電話機の使い方で無料通話がで
きる。
　ユーザー企業の電話に関するオペレーションを変えず
に導入できる点がポイントだ。MTL100 は、最大 4 台の
携帯電話を Bluetooth 接続できる。価格は 21 万 8000 円だ。
　レッツコーポレーションのモバイルアダプター

「E:CONECT Smart シリーズ」（図表3）も好調に売上を
伸ばしているところだ。
　E：CONECT Smart シリーズの導入費用は、機器代
6 万 9800 円に工事費を 5 万円とすると総額で約 12 万円。
導入前の通話料金を 1 万円として、導入費用と定額料金
の 2200 円と比較すると、1 年半程度で減価償却が可能と
いう。
　年末商戦に向け、Bluetooth 連携の新モデル発売の準備
を進めている。従来シリーズは、端末を接続するポート
の仕様によって利用できる携帯電話が限定されていたが、
新モデルは Bluetooth 機能付きであれば接続可能だ。
　また、ISDN 回線対応版で携帯電話を 2 台まで接続でき
る「INSCONECT」も 1000 台単位でロットが動き出して
いるという。

「なんでも録音」のニーズ
　これも広い意味での企業のモバイル / ワイヤレス活用
に応じたものだが、通話録音装置の携帯電話通話対応が
進んでいる。
　通話録音装置といえば、PBX/ ビジネスホン周辺装置
の長男のような存在で、コールセンターや金融業といっ
た特定業種で顧客対応品質の向上やクレーム電話の録音
などに使われてきたが、いまはコンプライアンスの徹底
を目的に一般企業での活用にも広がっている。
　ネクストジェンのマーケティング推進室室長営業統括

本部 U3 担当の牧野俊雄氏は、「SNS が普及したことによっ
て、クレーム情報が拡散しやすくなっています。事業を
守るうえでコンプライアンスの強化はこれから多くの企
業で重要になってくると思います」と話す。
　そして､ 業務の電話がモバイルにシフトしつつあるこ
とを背景として、携帯電話を使った顧客との通話録音が
求められている。
　ネクストジェンは、ティアックのボイスロギング事業
譲受による通話録音装置拡充により、アナログ・デジタ
ル・VoIP、固定電話・携帯電話・無線に対応できる多面
的な製品ラインナップを揃えた。録音容量や用途の異な
る複数の通話録音装置と、これらを一元管理する録音デー
タ蓄積管理システム「VoIS」を組み合わせたソリューショ
ンも提供している。
　ネットワーク集約型の通話録音装置「LA-5000」を主要
拠点の PBX と連携させ、各拠点に置いた中規模向け録音
装置「LA-1000」や個別電話機用のテレホンレコーダーな
どに VoIS を組み合わせ、複数拠点の通話録音データを一
括管理する。
　今後は、「なんでも通話録音」をコンセプトに録音対象
を会議や面談などのオフラインの音声にも広げた「新ボ
イスロギングソリューション」の展開を準備している。
　タカコムは携帯・固定電話通話録音装置「VR-MP100
シリーズ」を発売した。VR-MP100 シリーズは、携帯電
話の通話音声データを自動で受信して保存する。 KDDI

「通話録音機能」対応モデルを 7 月に発売、NTT ドコモ「通
話録音サービス」対応モデルを 10 月に発売予定だ。両モ
デルとも 4U に最大 250 チャネル、5 万時間まで録音が可
能だ。
　特長は、録音音声データの検索キーの多彩さだ。例え
ば、KDDI「通話録音機能｣ 対応モデルは、ダイヤルイン
番号にビジネスコールダイレクト内線番号、携帯電話番
号、所有者、部署名などの表示名の付加情報を登録でき、
それを検索時に利用できる。膨大にある音声データを単
一の条件で検索するのと比べ、大幅に時間を短縮できる。
　また、多拠点同一ネットワーク上の通話録音装置を最
大 500 台まで集中管理できる「VR-800-CES」と組み合わ
せれば最大 68 万時間の音声保存できる。多拠点の通話録
音データを集約するのにも十分な容量と言えよう。

（図表3）レッツコーポレーションの E:CONECT Smartの接続方法及び運用イメージ
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業務連携システムにもスマホ
　企業のモバイル / ワイヤレス活用の波は、業務連携シ
ステムにも及んでいる。
　ナースコールシステムは、ホテルシステムなどととも
に PBX ／ビジネスホン周辺装置では長い歴史を持ってい
る業務連携システムだが、最近は高齢者増加によってそ
の需要がさらに増している。ここでは、「スマホの特性を
活かした使い方」への関心が高まっている。例えば、将
来的な電子カルテ連携をにらみ、ナースコールシステム
の端末に「スマホを使いたい」というニーズが増えている。
　NEC は、ナースコールシステム連携の強化に取り組ん
でいる。「UNIVERGE SV9500/9300」と既存のナースコー
ルシステムとの連携を実現しており、ナースステーショ
ンや患者からの呼び出しにスマートフォンで応答できる
点を強みとしている。この強みはスマートフォン用ソフ
トフォン「UNIVERGE ST465」をナースコールシステム
と連携させナースコール着信専用画面に対応したことに
よるもの。スマートフォン画面の視認性を活かし、一般
／外線／内線／緊急の着信音鳴り分けに加え、「緊急呼び
出し時の画面を真っ赤にする」など画面表示やフラッシュ
パターンを変更できる点で評価を得ている。
　今後は、スマートフォンでの映像活用に取り組むとい
う。具体的には、緊急呼び出し時に部屋番号や名前を表
示する代わりに、患者の容体を映像でスマートフォンに
配信することができるようにする。近日、製品化する予
定だ。

「ニッチ商材」に活路
　技術進歩の激しい通信市場では、革新的な製品の登場
によって旧型製品の需要が縮小し既存メーカーが撒退す
ることがよくある。こうした場合、ユーザー企業は老朽
化した段階で新しい装置に置き換えるのが一般的だが、
コストや使い勝手などから既存製品を使い続けたいとい
う企業の要望も少なからず存在する。
　ハイテクインターのホテル・マンション・寮向けモデ
ム「VDSL2 IPDSLAM」がそのひとつだ。
　企業内通信網といえば高速 LAN が普通の今、なぜ
VDSL モデムが必要なのか。
　実は VDSL2 IP DSLAM が導入対象とするホテルやマ
ンションでは、VDSL モデムのリプレース需要が一定し
て続いているのだ。ハイテクインターの高石氏は「既存
製品の背景には必ずお客様の強いニーズが存在している
と考えられます」と話す。

　大手のホテルやマンションは全面的に高速 LAN に替え
るコストがあるが、中小規模以下になると、そこまでの
コストをかける体力がない場合が少なくない。こうした
ことから、大規模な工事が不要でしかも手頃な価格で客
室のインターネットサービスを提供できる VDSL モデム
の需要があるのだ。
　電話線を使って各部屋に LAN を延ばし、双方向
100Mbps のインターネットサービスを実現することがで
きる。
　他方、NEC の「メッセージ送信システム」は、もとは
PHS 事業者との間で PBX 連携向けに開発した製品だっ
たが、PHS 事業者が事業から撒退したため、NEC がメッ
セージ送信システムのユーザーニーズに応え、販売開始
した。
　PBX に内線収容されている FMC 端末（E メール）、
ショートメッセージ対応の構内 PHS 端末、IM（インス
タントメッセージ）対応のスマートフォンや IP 無線端末
にメッセージを一斉送信する。
　ポイントは、メッセージの送達確認ができることだ。
　｢重要なお知らせ｣ を確実に送信したい場合、誰にメッ
セージが未達なのかを把握できれば、メッセージ再送や
電話､ 会話など、次のアクションに繋げられる。
　主に、工場やホテル、病院などの移動が多い業種に導
入され、業種ごとの活用法が考案されている。
　例えば、工場では図表４の「機器異常検知」に活用さ
れている。メールサーバーと連携し、製造機器などの異
常を担当者に知らせるシンプルな仕組みだが、工場の稼
働を止めないためには重要である。

介護施設系システム需要増
　このように、PBX ／ビジネスホン周辺装置市場は、技
術進歩と顧客ニーズに対応しながら着実に成長をとげて
いる。
　今後は、高齢者増加に伴う介護施設分野での新たな需
要の増加が見込まれる。ナカヨはこの分野に注力してい
るが、岩崎通信機もナースコール用にデジタルドアホン
を販売し、受注数がここ 2 年ほどで 5 倍以上に伸びてい
るという。
　通信系ディーラーは、古くて新しい商材としての PBX
／ビジネスホン周辺装置の製品知識に踏まえて、顧客ニー
ズに即した提案活動が求められていると言えるだろう。

（出展：テレコミュニケーション October2014）

（図表4）NECのメッセージ送信システム　工場での活用例
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Facebook Wi-Fi は、来店した顧客へ、無線イン
ターネット接続を無料で提供することにより、店舗の
Facebook ページの閲覧や「いいね」のクリックを促す
ことで、店舗の販売促進活動を支援する機能です。 

来店した顧客は、スマートフォンやタブレット、ノー
トＰＣなどのモバイル機器から店舗の提供する無線イ
ンターネットへ接続し、Facebook にチェックイン（ロ
グイン）します。画面に表示される店舗のFacebookペー
ジへ「いいね」をクリックしたり、投稿記事をシェア
することで、顧客は、無線インターネット接続を無料
で利用できるようになります。 

顧客の再来店を促す情報を Facebook で投稿すると、
「いいね」をクリックしたりシェアをした顧客へ自動
配信され、顧客の Facebook 上の「友達」にも情報が

拡散していきます。 
2020 年開催予定の東京オリンピックへ向けて、増加

することが予想される海外からの観光客の店舗利用を
促すことも期待できます。

新世代の Wi-Fi（無線 LAN）規格 802.11ac に対応し
た R6300 は、5GHz 帯と 2.4GHz 帯、両方の無線周波数
帯を同時に使用でき（デュアルバンド）、それぞれ最
大 1300 Mbps （802.11ac）、450 Mbps （802.11n） の高速
ネット接続を実現します。従来の 802.11a/b/g/n 規格
とも互換性があり、スマートフォンやタブレットなど、
市場に流通している様々な無線ＬＡＮ機器を接続する
ことができます。 

新製品・新サービス

NETGEARのデュアルバンド無線ＬＡＮルーター｢R6300｣
～ Facebook Wi-Fiで来店ユーザーへ無線インターネット接続を提供～

ネットギアジャパン合同会社（所在地： 東京都中央区、以下 NETGEAR）は、802.11acに対応した、デュアル
バンド・ワイヤレスルーター「R6300」が、Facebook Wi-Fi機能に対応したことを発表しました。

802.11acデュアルバンド・ワイヤレスルーター『R6300』（左）
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■簡単インストールと分かりやすい管理画面 
ウェブブラウザ上のセットアップウィザードに従っ

て設定していくことで、ネットワーク技術に詳しくな
い方でも簡単に R6300 を使用開始できます。

■安心セキュリティ
有害サイトへのアクセスを遮断するペアレンタル・

コントロール機能（無償）、ゲストへ無線によるイン
ターネットアクセスを提供しつつ宅内のネットワーク
へのアクセスを遮断するゲストネットワーク機能によ
り、安全なインターネット利用を実現します。

■ワイドレンジ、超高速ワイヤレス接続 
5GHz 帯と 2.4GHz 帯のデュアルバンドを同時に使用

でき、それぞれ最大 1300 Mbps （802.11ac）、450Mbps 
（802.11n） のワイヤレススピードを実現します。 
NETGEAR の Beamforming+（ビームフォーミングプ
ラス）テクノロジーに対応。電波の到達範囲を拡げ、
外部機器からの電波干渉や電波の届かないデッドス
ポットを減らします。

■店舗内サーバーを構築可能な高い拡張性 
USB ポート（USB 2.0、3.0 対応を各 1 ポート）を二

つ搭載しており、USB インターフェイスを持つハード
ディスクドライブやプリンターを接続することで、店
舗管理用のコンピューターから利用可能なサーバー

（データの保管場所）を構築したり、複数のコンピュー
ターで１台のプリンターを共有できます。 NETGEAR

が無償で提供するWindows用バックアップソフトウェ
ア『ReadySHARE Vault』により、Windows のファイ
ルを R6300 に接続したハードディスクドライブへバッ
クアップすることができます。

■365日対応の日本語電話サポート
NETGEAR は、業界最高水準、年中無休の 365 日電

話・電子メール技術サポートを提供しています。イン
ストール時の疑問点や、ご利用方法のご相談、問題の
解決まで、日本語で支援します。

■長期保証
R6300 の保証期間は、ご購入日から 3 年間です。

■製品情報

■製品ウェブページ
http://www.netgear.jp/products/details/R6300.html

■お問い合わせ先
NETGEAR 営業部

　〒 104-0031 東京都中央区京橋 3-7-5 京橋スクエア 8F
電話：（03）3538-2600　　FAX：（03）3538-2601
E-mail：info@netgear.jp
受付時間：平日 9:00-17:00

製品名 製品型番 価格（税抜） 想定市場価格
（税込8％）

R6300 R6300-100JPS オープン 16,800 円

◎ Facebook Wi-Fi

１．Facebook Wi-Fiで顧客とつながる
あなたのお店が Wi-Fiホットスポットに
・来店者は、Facebookでお店にチェックインするだけで、無料 Wi-Fiに接続できます。
・接続するためのパスワード等は不要で、新しいアカウントを作成する必要もありません。
・来店者は手動でチェックインすることも、事前設定にしたがってお店を訪れたときに自動的にチェッ

クインするようにすることもできます。

２．より多くの人にリーチ
・来店者がお店の Wi-Fiを使ってチェックインすると、そのことがニュースフィードに表示され、顧客

の友達にお店を発見してもらえる可能性が広がります。
・チェックイン後に、お店の Facebookページに「いいね！」するようすすめる画面も表示されるため、

顧客とのつながりを構築することもできます。

３．お店が見つかりやすくなる 
・お店のページでのチェックインやアクションが増えると、検索や Facebookモバイルアプリの［近くの

スポット］タブでの表示順位が上昇します。
（「Facebook」ウェブページより）
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近年､ フリーアドレスやスマートデバイスの導入
による職場環境の改善や、旅行者、来店者向けサー
ビスとして無線 LAN のニーズが高まっています。無
線 LAN は利便性が高まる一方で、機器の調達に伴う
初期導入コストが高いことや、不正アクセスや成り
すましを防ぐためのセキュリティ対策、電波干渉の
解決など日々の運用に手間がかかるほか、多くの店
舗・拠点を抱える企業においては拠点が増減するた
びに機器や設定の見直しが必要になるという課題が
あります。
　日立システムズはこうした課題の解決のため、「ク
ラウド Wi-Fi サービス」を提供開始しました。本サー
ビスでは、これまで導入型が一般的だった無線 LAN
管理コントローラー（複数の無線 LAN アクセスポイ

ントの周波数や IP アドレスなどを一元管理するため
の機器）の機能をクラウド型で、安価に短期間で提
供するサービスです。

　本サービスの導入により、運用管理者はインター
ネットと接続された PC やスマートデバイスから専
用のポータルサイトを通じて、無線 LAN の稼働状況
や障害情報を参照可能です。例えば、外出先から障
害の情報を集めて復旧・対処するなど、運用効率や
可用性を向上できます。
　また、本サービスで利用する無線 LAN アクセスポ
イントは、インターネットを通じてクラウドから自
動的に設定情報を取り込むことができるため、導入
期間を短縮できるほか、拠点追加やフロア増床など

日立システムズの無線 LANサービス｢クラウド Wi-Fiサービス｣
～クラウドの活用により、低コスト・短納期での導入や柔軟な規模拡張が可能～

株式会社日立システムズ（代表取締役： 高橋直也、本社： 東京都品川区／以下、日立システムズ）は、10年以上
の豊富な無線 LAN構築実績に基づいたノウハウを生かし、クラウド型で簡単に導入できる法人向け無線 LAN
サービス「クラウド Wi-Fiサービス」の提供を開始しました。
本サービスでは、無線 LAN導入に伴う事前調査やアクセスポイント設置工事はもとより、導入のコンサルから運
用まで全ての工程においてワンストップできめ細かなサービスを提供します。

■サービス概要

＊ゼロタッチ導人：
　アクセスポイントがインターネットに接続されるとクラウドから自動的に設定情報を取り込みます。アクセスポイント
ごとに設定をする必要がありません。
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により管理対象のアクセスポイントが増えても、管
理コントローラーを交換する必要がありません。管
理規模の増減に柔軟に対応できるため、最小規模か
ら利用を開始することが可能です。

　「クラウド Wi-Fi サービス」の利用により、スマー
トデバイスを活用したワークスクイル改革や、フリー
アドレスなど柔軟性の高いオフィスの実現、店舗
の顧客向けの Wi-Fi サービスなどを短期間に安価で、
運用負荷も少なく導入することが可能です。

　日立システムズは、小売業など他拠点・多店舗を
展開する企業に向けて、働きやすい職場環境の実現
や顧客サービス向上に寄与する「クラウド Wi-Fi サー
ビス」や無線 LAN 構築サービスを拡販します。

■特徴
　○短納期・低コスト導入

コントローラーのクラウド化やゼロタッチ導入
など、オンプレミスと比較してスピーディーに
導入が可能です。また、アクセスポイントを管
理する高額な管理コントローラーを購入する必
要がないため、保守メンテナンス費用を大幅に
軽減可能です。

○安全・簡単な運用
アクセスポイントへのパッチ適用はクラウド側
から自動設定にすることにより、常に最新の状
態を保ち、管理者が手動で更新する手間を省き
ます。またネットワークを可視化する専用のポー
タルサイトを提供することで、簡単な運用が可
能です。

○安心のワンストップサービス
導入における事前調査～構築～保守運用まで、日
立システムズがこれまで手がけてきた無線 LAN
構築の実績を生かして対応します。

■｢クラウド Wi-Fiサービス｣の Webサイト
http://www.hitachi-systems.com/solution/s002/
musen_lan/wi-fi/

■お問い合わせ先
　株式会社日立システムズ
　商品お問い合わせ窓口
　　TEL 0120-346-401
　　（受付時間：9 時～ 17 時／土 ･ 日 ･ 祝日を除く）
　お問い合わせ Web フオーム

https://www.hitachi-systems.com/d-inquiry/
contact.cgi

システム構築費用 300,000 円～

ネットワーク設計、パラメータシート作成、クラウドコントローラー設
定出荷までを実施します。
＊当サービスをご利用いただくには、インターネット接続が必要です。
＊当サービスの最低利用期間は１年となります。
＊キッティング、電波調査、現地据付、配線工事なども別途対応可能です。
＊アクセスポイント費用、クラウド利用ライセンス費用が別途必要です。

■価格（税抜）
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平成27年度第1回工事担任者試験のご案内

1．試験実施日
平成27年 5月 24日（日曜日）

2．試験実施地及び試験会場
（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、大分、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

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
　平成 27 年 2 月 1 日（日）から 3 月 2 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 2 月 1 日（日）から 2 月 20 日（金）
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一種別の試験を申請す
るときは、3 月 2 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 27 年 2 月 1 日（日）から 3 月 10 日（火）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 27 年 3 月 11 日（水）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、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、（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（一財）日本

データ通信協会の銀行ロ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、一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､（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、（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一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　

　試験申請書その他必要書類は、下記（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）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凄な証明書類等は、
次の事務所に提出（郵送可）してください。

（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

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．試験科目及び出題方式
（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

　平成 27 年度第 1 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、ご案内いたします。
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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）試験申請受付後は、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、一定の資格又は実務経歴等を有する者及
び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、上記 4、5、6 及び 8 によ
るほか、（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/ ）
でご確認下さい。

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．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、下記の各

事務所にお問い合わせください。
（1）（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

（2）（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 426-1　長野県建築士
会館 5 階
電話 026-235-6025

（3）（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
電話 052-939-1274

（4）（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 7-3
郵政福祉内本町ビル 4 階
電話 06-6946-1046

（5）（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 1 ビ
ル 2 階
電話 089-946-4160

（6）（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 2-23　第
2 コーヨービル 7 階
電話 096-311-1893
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名称未設定-1   1 2014/12/15   11:25:49
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名称未設定-2   2 2014/12/09   14:18:06
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第47回電気通信産業功労賞を関東地方本部の金澤氏が受賞

　 一般社団法人電気通信協会では、電気通信関
係業務に永年従事し、優秀な技能と善良で勤勉
な人格をもって事業の発展に寄与した方、ある
いは創意工夫、機器の改良開発により斯業の発
展に貢献された方を対象として、昭和 43 年から

「電気通信産業功労賞」を授与していますが、第
47 回受賞者には 32 名が選出され、情報通信設備
協会からは　関東地方本部会員　大和通信機株
式会社　代表取締役　金澤昇氏（関東地方本部
幹事）が選出され、11 月 21 日（金）に東京都千
代田区霞ヶ関の東海大学校友会館で贈賞式が行
なわれました。
　午前 11 時から始まった贈賞式は、一般社団
法人電気通信協会の和才博美会長の式辞のあと、
受賞者に「電気通信産業功労賞」が贈られ、続
いて総務省総合通信基盤局 高橋文昭総務課長と
経済産業省商務情報政策局 三浦章豪情報通信機
器課長が祝辞を述べられたあと、12 時から懇親
会が盛大に催されました。

受賞者紹介
◎金澤　昇　様　（大和通信機株式会社　代表取締役
　関東地方本部　幹事）

会員名：大和通信機株式会社
所在地：東京都国分寺市
受賞理由：
　昭和 47 年 5 月に大和通信機を創業、昭和 49 年 5
月大和通信機㈱を設立して代表取締役した後、42
年の永きに亘り電気通信設備工事業界の発展に尽
力されました。この間、日本電気㈱等の販売代理
店として確実な工事、技術サービスの提供により
顧客から高い評価を得て、事業の発展に多大な貢
献をされました。
　電気通信工事の傍ら、平成 14 年から電気設備並
びに消防施設の工事にも携わり、施工の近代化に
努めるとともに、平成元年から国分寺商工会の理
事に就任し、地域経済の発展に寄与されました。
　また、平成 14 年より（一社）情報通信設備協
会関東地方本部の幹事に就任し、東京多摩支部長、
組織委員として、協会活動の活性化と会員への支
援に努められています。

贈賞式会場で（左から）金澤様、岩本専務理事

受賞者の皆様

会場風景



25

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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委員会・理事会等模様

平成 26 年度第 1 回業務委員会模様
１．日時　　　平成 26 年 10 月 20 日（月）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　大輪堅一委員長、髙瀬幸雄副委員長、
　　　　　　　宮川欣丈委員、木村清高委員、
　　　　　　　石田延章委員、恒川純次委員、
　　　　　　　吉本幸男委員、吉川正明委員、
　　　　　　　麓 譲委員、福薗英智委員、渡邉敏郎委員、
　　　　　　　田中優治北陸地方本部長（代理出席）、

佐々木勝夫東北地方本部事務局長（代理
出席）

　　　　　　　岩本房幸専務理事
４．議事内容

（1）LAN 認定状況及び今後の取組みについて
（2）関東地方本部取組み事例について
（3）オフィスリンク取組み状況について
（4）第 18 回ネットワーク機材展出展概要について
（5）工事担任者問題対応状況について
（6）26 年度委員会名簿について
（7）その他

平成 26 年度第 1 回教育委員会模様
１．日時　　　平成 26 年 10 月 22 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　藤田義明委員長、長谷川浩正副委員長、
　　　　　　　塚本豊委員、河内康志委員、西部伸治委員、
　　　　　　　栩谷晴雄委員
　　　　　　　岩本専務理事
４．議事内容

（1）平成 26 年度研修実施状況及び検討事項について
（2）26 年度委員会名簿について
（3）その他

平成 26 年度第 1 回広報委員会模様
１．日時　　　平成 26 年 10 月 27 日（月）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　長田修一郎委員長、山田恭郎委員、
　　　　　　　渡邉秀治委員、
　　　　　　　島津正行関東地方本部幹事（代理出席）
　　　　　　　岩本房幸専務理事
４．議事内容

（1）本部ホームページ更新状況について

（2）「ITCA」発行状況について
（3）「ITCA11 月号」編集会議
（4）会員名簿の発行について
（5）ネットワーク工事機材展出展概要について
（6）26 年度委員会名簿について
（7）本部パンフレット（協会パンフ、LAN パンフ）の改

訂について
（8）その他

平成 26 年度第 1 回総務財務委員会模様
１．日時　　　平成 26 年 10 月 30 日（木）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　井上新一委員長、大輪堅一委員、
　　　　　　　長田修一郎委員、酒井章治委員、
　　　　　　　阿部准定委員
　　　　　　　岩本房幸専務理事
４．議事内容

（1）推薦基準の見直し及び業務運営規程の一部改正につ
いて

（2）賛助会員の入会について
（3）入退会状況について
（4）会員拡大状況について
（5）平成 26 年度上期決算状況について
（6）登録商標の更新について
（7）職務執行状況報告について
（8）工事担任者問題対応状況について
（9）26 年度委員会名簿について
（10）その他

平成 26 年度第 1 回委員長会議模様
１．日時　　　平成 26 年 11 月 5 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　網谷駿介会長、井上剛毅理事長、
　　　　　　　長田修一郎副理事長・広報委員長、
　　　　　　　井上新一副理事長・総務財務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　大輪堅一業務委員長
　　　　　　　岩本房幸専務理事
４．議事内容

（1）平成 26 年度第 3 回理事会議題審議について
（2）その他
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平成 26 年度第 3 回理事会模様
１．日時　　　平成 26 年 11 月 13 日（木）　
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　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、大輪堅一理事、
　　　　　　　田中優治理事、江角 優理事、新矢邦彰理事、
　　　　　　　阿部准定理事、竹内 聰理事、永井英晴理事、
　　　　　　　宮川欣丈理事、今井秀昭理事、松山 仁理事、
　　　　　　　髙瀬幸雄理事、木村清高理事、山田恭郎理事、
　　　　　　　藤田義明理事、吉本幸男理事、栩谷晴雄理事
　　　　　　　福島和義監事、立川昭二監事
４．網谷会長挨拶要旨
　アベノミクスの影響で景気の方は多少良くなった感も、ま
だまだという点もあるが、衆議院解散の話も出て来た。
　今年の重要課題である会員の確保・拡大については、全国
の役員の皆様にご苦労をおかけしているが、お陰様で、これ
までの地滑り的な減少に少し歯止めがかかった。ただ、新規
獲得の一方で退会も出ている。年度末までの残り 4 カ月、次
の総会までの 7 カ月を目途に、退会にも注意を払いながら、
格段のご尽力をお願いしたい。もちろん本部も通常会員や賛
助会員の加入拡大に取組んでいく。
　工事担任者問題については、総務省は今年 1 月にホームペー
ジの改訂や地方総通局への指導を行ない、また、6 月には我々
の声に沿った内容の要望書を国交省に出した。ステージは総
務省から国交省に移った訳で、私も関係先に働きかけを行っ
ている。まだ予断を許さないが、これがうまく行けば、小さ
な 1 歩が大きな 1 歩につながると期待している。
5．井上理事長挨拶要旨
　今回の理事会は、新任役員にとっては初めての理事会とな
るが、ご意見等をよろしくお願いしたい。
　議題にもあるが、26 年度の重要課題である会員の拡大につ
いては、毎月全役員に取組み結果を報告している様に、年度
目標の 66 会員増に対しては残念ながらほど遠い状況である。
協会を全国組織として存続するためには、財務の安定が欠か
せない。26 年度も残り 4 カ月だが、本部役員や地方本部役員
を中心に、仲間を増やす努力をお願いしたい。
6．議事内容

（審議模様）
（1）推薦基準の見直し及び業務運営規程の一部改正
　井上総務財務委員長が、資料「推薦基準の見直し及び業務
運営規程の一部改正」により、電気通信協会賞の選考方針の
見直しに伴う業務運営規程の一部改正を説明し、異議なく議
決した。

（2）賛助会員の入会について
　井上総務財務委員長は、資料「賛助会員の入会について」
により、アイホン株式会社の新規入会を説明し、異議なく議
決した。

（3）通常会員の入会について
　井上総務財務委員長は、資料「通常会員の入退会について」
により、電磁的理事会で承認を得ていない 5 社の入会を説明し、
異議なく議決した。
　関東地方本部　　株式会社 KDcom

　関東地方本部　　有限会社平成通信
　中国地方本部　　クリエイティブリンク株式会社
　関東地方本部　　株式会社トキワ
　東北地方本部　　埼玉アンテナ株式会社仙台営業所

（4）会員拡大状況
　井上総務財務委員長は、資料「会員拡大状況」により、目
標達成に向けた下半期の取組みを説明し、異議なく議決した。

（5）会員名簿発行予定
　長田広報委員長は、資料「会員名簿発行予定」により、26
年度会員名簿は、LAN 認定会員の表示及び主要取引先の追加
を行い、11 月 20 日に発行することを説明し、異議なく議決した。

（6）平成 26 年度研修実施状況及び検討事項
　藤田教育委員長は、資料「平成 26 年度研修実施状況及び検
討事項」により、26 年度の受講状況及び 27 年度研修計画策定
に向けての検討方針を説明し、異議なく議決した。

（7）LAN 認定状況及び今後の取組み
　大輪業務委員長は、資料「LAN 認定状況及び今後の取組み」
により、26 年度に入り認定会員が 9 社増加し 87 社となったが、
100 社を目指して下期も DM 勧奨等を行うことを説明し、異
議なく議決した。

（8）オフィスリンク取組み状況
　大輪業務委員長は、資料「オフィスリンク取組み状況」に
より、関東地方本部の取組状況及び関東以外の地方本部の取
組強化を説明し、異議なく議決した。

（9）職務執行状況報告
　井上総務財務委員長は、「職務執行状況報告」により、網谷
駿介会長（代表理事）、井上剛毅理事長（代表理事）、並びに
岩本房幸専務理事（業務執行理事）の、平成 26 年 5 月 1 日か
ら平成 26 年 9 月 30 日までの職務執行状況を報告し、異議な
く議決した。

（10）平成 26 年度上期決算状況
　井上総務財務委員長は、資料「正味財産増減計算書」、「貸
借対照表」、「財産目録」について概要を説明し、また岩本専
務理事より、26 年度中間決算を行った結果、正味財産増減計
算書では、9 月末実績で、経常収益 92,140,891 円、経常費用
98,656,123 円、税引前一般正味財産増減額―6,515,232 円、法人
税等を差し引いた当期一般正味財産増減額は―7,043,228 円で、
正味財産期末残高は 128,044,831 円となっていることを報告し、
平成 26 年度予算の当期正味増減額―23,083,036 円に対しては 3
分の１程度の赤字規模になっているが、下期は収益が上期よ
り減少するとともに固定費等の支出は継続するので、引き続
き会員拡大及び効率的な経費の使用に努める必要があるとの
説明を行い、異議なく議決した。

（報告事項）
（11）登録商標の更新
（12）「ITCA」発行状況
（13）本部ホームページ更新状況
（14）協会パンフレットの改訂
（15）ネットワーク機材展出展状況
（16）関東地方本部の新規事業取組み状況
（17）工事担任者問題対応状況
（18）平成 26 年度委員会名簿
（19）その他



28

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
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

LAN認定会員のご紹介

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11月30日現在で89社の会員企業が認定され
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
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
0090 ㈱ジョーエイ 関東 http://www.jouei.co.jp/ 03-3466-1351
0091 三和通信工業㈱東京支店 関東 http://www.santsu.co.jp 03-5840-8101
0092 品田通信電設㈱ 信越 http://www.shinada.com/ 025-247-1201
0093 ㈲綱島通信 中国 086-463-2244
0094 九州沖通信機㈱ 九州 http://www.kyuoki.co.jp 092-584-5111
0095 ㈱ソルコム 中国 http://www.solcom.co.jp 086-463-2244
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■通常会員

◎　会社名　　沖電気工業株式会社　長岡支店　
　　　　　　　（平成26年11月5日入会）　　
　　所在地　　新潟県長岡市　　
　　代表者　　渡邊 正明　　
　　TEL　　　0258-35-5151
　　事業内容　通信機器等製造・販売・工事・保守
　　URL　 　  http://www.oki.com/jp/

◎　会社名　　仙台明邦産業株式会社　
　　　　　　　（平成26年11月5日入会）　
　　所在地　　宮城県仙台市
　　代表者　　相沢　孝
　　TEL　　　022-259-7251
　　事業内容　CATV工事機材、防災無線材料、
　　　　　　　光ケーブル、宅内工事材料
　　URL　 　  http://sendaimeihou.jp/

◎　会社名　　高松テレホン建設株式会社　
　　　　　　　（平成26年11月5日入会）　
　　所在地　　香川県高松市
　　代表者　　松川 丈介
　　TEL　　　087-886-5555
　　事業内容　NTT通話工事、ビジネスホン工事、
　　　　　　　ケーブル TV工事、
　　　　　　　その他ネットワーク工事
　　URL　 　  http://takatele.co.jp/

◎　会社名　　株式会社 KDcom　
　　　　　　　（平成26年11月13日入会）　
　　所在地　　栃木県宇都宮市
　　代表者　　布施　透
　　TEL　　　028-651-6580
　　事業内容　回線工事、機器取付工事、機器販売、
　　　　　　　電気設備工事、太陽光設備
　　URL　 　  http://www.kdcom.co.jp

◎　会社名　　有限会社平成通信　
　　　　　　　（平成26年11月13日入会）　
　　所在地　　栃木県鹿沼市
　　代表者　　羽鳥　孝
　　TEL　　　0289-76-1388
　　事業内容　NTT線路工事（アクセス工事全般）
　　URL　 　  http://heis.jp

◎　会社名　　クリエイティブリンク株式会社　　
　　　　　　　（平成26年11月13日入会）　
　　所在地　　岡山県岡山市
　　代表者　　佃　博道
　　TEL　　　086-903-3040
　　事業内容　気通信機器、電気器具の販売、設計、施工、
　　　　　　　保守。コンピュータソフト開発。
　　　　　　　文具事務機の販売
　　URL　 　  http://www.creative-link.co.jp

◎　会社名　　株式会社トキワ　　
　　　　　　　（平成26年11月13日入会）　
　　所在地　　茨城県水戸市
　　代表者　　樋川 賢一
　　TEL　　　029-248-1625
　　事業内容　OA機器・各種業務システム販売、
　　　　　　　ネットワーク設計・工事、電話設備販売・
　　　　　　　工事、情報通信機器製造・販売・工事
　　URL　 　  http://www.tokiwa-jp.com/

◎　会社名　　埼玉アンテナシステム株式会社 
　　　　　　　仙台営業所　　
　　　　　　　（平成26年11月13日入会）　
　　所在地　　宮城県仙台市
　　代表者　　渡辺　淳　
　　TEL　　　022-253-6675
　　事業内容　ケーブルテレビ調査・設計・施工・保守、
　　　　　　　移動体通信基地局調査・設計・施工・
　　　　　　　保守、その他電気工事、土木工事
　　URL　 　  http://www.sasc.co.jp/

◎　会社名　　大協電子通信株式会社　　
　　　　　　　（平成26年11月28日入会）　
　　所在地　　大阪府大阪市
　　代表者　　坂口 博之
　　TEL　　　06-6453-1525
　　事業内容　電話交換設備等の設置工事、保守、
　　　　　　　電源工事、LAN工事
　　URL　 　  http://www.daikyo-denshi.co.jp

新会員（平成26年10月1日~平成26年11月30日）
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TEL 03-5640-6508　FAX 03-5640-6599
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デザイン・編集　㈱サンワ
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関東地方本部 〒103-0025
 

東京都中央区日本橋茅場町2-17-7 第3大倉ビル3F TEL 03-5640-4761 kanto@itca.or.jp

信越地方本部 〒950-0031
 

新潟市東区船江町1-55-11 双峰通信工業㈱内 TEL 025-279-5655 sinetsu@itca.or.jp

 

永代通り

八重洲通り

出口

出口出口

高島屋別館高島屋別館

スマイルホテルスマイルホテル

プロント

新亀島橋通
橋
大
新

り
通
橋
大
新

り

八丁堀

茅場町
3

1

日本橋日本橋

日比谷線
茅場町駅

東西線 茅場町駅東西線 茅場町駅 門前仲町

築地

第3大倉
ビル

東京メトロ 東西線・日比谷線　茅場町駅徒歩2分

全国地方本部

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

私が社会人になった頃は、多くの会
社で社員旅行（慰安旅行が）が行わ
れていました。「旅行は家族や気の合
う仲間と」という時代の波で一時廃れ
たようでしたが、日頃なかなか会えない
同志がコミュニケーションを取り社員の
モチベーションを高める場として、最
近、また実施している企業が増えてい
るそうです。
　旅行期間が４泊５日以内で、50％以
上の社員が参加し、一人当たりの負担
額が10万円以内であれば、福利厚生
費で処理できるようで、皆さんの会社で
も検討されてみてはいかがでしょうか。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　長田修一郎

編集委員
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通信委員
　青海　宏
　大島　貞保
　輪島　弘也
　新田　政昭
　杉山　公
　高木　道也
　阿部　准定
　佐々木勝夫
　笹原　弘志


