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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。
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FRONT VOICE

株式会社オービックビジネスコンサルタント
代表取締役社長　和田　成史

企業におけるマイナンバー対応とICT活用
～マイナンバーは IoT時代の幕開け～

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。

当社は、創業以来 35 年に渡り、お客様の満足を徹底的
に追及する「顧客第一主義」の経営理念のもと、全国で累
計 56 万社のお客様に、会計・給与・販売などの基幹業務
システム「奉行シリーズ」をご愛顧いただいています。

昨今、企業を取り巻く通信やネットワークの進化は目覚
ましく、今や、さまざまなモノがインターネットにつなが
る「IoT （Internet of Things）」の時代を迎えようとしてい
ます。IoT 時代において、企業における ICT はより一層重
要になってくることでしょう。

そして、最近企業における最大の関心ごとは、本機関誌
の前号特集でも取り挙げられていました「マイナンバー制
度」です。「マイナンバー制度」は、社会保障と税という、
国の大きなシステムを、新たに設ける「個人番号・法人番
号」を軸にして繋ぎ、“ 効率的で、かつ公正・公平である ”
社会作りを目指そうとする取り組みです。これは、すべて
が繋がる IoT 時代に向けた、国として大きな第一歩である
と、私自身は感じています。

OBC では、早くから「マイナンバー制度」に対応するサー
ビスで貢献をするべく、準備を進めておりました。企業で
は、個人番号に関する「取得・保管・利用・提供・廃棄」
という業務プロセスと、その過程における「安全管理措置」
への対応が求められます。幅広い企業における、業務プロ
セスの効率化と、適正なセキュリティ実装を支援する為に
は、安全管理措置などの部分的な支援や、個社別の支援で
はなく、業務全体を網羅し、事前に適正な安全管理措置を
実装したシステムを、世界最先端のクラウドテクノロジー
を活用したサービスとして開発提供すべきという結論に至
りました。

この仕組みをソリューションで支援すべく OBC では、
マイナンバーの業務プロセスを効率的かつ安全に行えるク
ラウド型サービス「OMSS ＋ マイナンバー収集・保管サー
ビス」を開発いたしました。このサービスは、従業員や個
人支払先のマイナンバー登録時に必要な通知カードおよび

本人確認書類をセキュアなクラウド上で収集・保管し、漏
洩等のリスクを低減できます。

　「収集」については、①登録者自身が必要書類をスマホ
やタブレットで写真に撮り、SSL 経由でデータを直接送信、
②従業員が社内の個々のパソコンでデータ入力、③企業用
番号管理担当者が従業員や個人支払先から必要書類を預か
り、社内で一括してデータ入力、という 3 つの方法を用意
しております。また、「利用」ついては、事前に担当者（取
扱従事者）を登録し、ログイン ID・パスワード・電子証明書・
ワンタイムパスワードの三重のセキュリティでアクセスを
厳格に管理しております。実際に、源泉徴収票などの帳票
出力などを行う場合は、「奉行シリーズ（給与奉行、法定
調書奉行）」であればクラウド側と連携してマイナンバー
が自動的に差し込まれ、印刷が終わればシステム側の番号
データは破棄されます。また、他社製や自社開発の基幹業
務システムでも CSV 形式で番号データを取り込めるほか、
OBC が提供する API を用いて自動連携の仕組みを構築で
きます。

このように、マイナンバーを堅牢な日本国内のクラウド
データセンター上に保管し、必要なときだけ利用でき、高
度なセキュリティに加えて、業務形態やシステム環境など
企業ごとに異なる条件にも適応できる柔軟性が、大きな特
徴であり、マイナンバー対応業務そのものや、安全管理措
置対策にお悩みの多くの企業からお引き合いをいただいて
おります。

マイナンバー対応におけるクラウド活用のように、業務
における ICT 活用は、ますます広がり、システムの考え
方や、提供方法も大きく変化してゆくことでしょう。その
先には様々なビジネスチャンスが存在していると考えてい
ます。そこに目を向け、チャレンジしていくことが、さら
なる成長や飛躍に繋がります。

OBC では、あらゆるものがつながる IoT 時代を想定し、
さまざまなソリューションを開発して、会員の皆様と共創
していく所存です。

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。
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地方本部だより

関西地方本部からのお知らせ
「近畿電気通信設備協同組合の解散」

一般社団法人 情報通信設備協会 関西地方本部
新田 政昭

近畿電気通信設備協同組合は、昭和 37 年 11 月 6

日大阪府電気通信設備協同組合として創設、昭和

47 年 7 月 25 日、現在の近畿電気通信設備協同組合

に呼称変更し、規模を近畿圏に拡大されました。

昭和 37 年と言いますと、当協会は「全国 PBX

設備協会」として、関西地方本部ではゴルフの愛

好家による関西ベルクラブ」が発足した時期に当

たります。

創立時の編成は直田芳太郎理事長以下組合員

（企業）21 名、出資金 162 万円で構内交換設備の

保守工事、端末機器・通信ケ－ブル設備等の共同

購入を主に、転貸融資業務・団体定期保険・個人

年金保険業務・各種斡旋業務・教育研修業務に関

わる組合員が結集し取組まれました。

　昭和 38 年に第一回の総会が開催され、大阪府

団体中小企業中央会、商工中金と提携、手形割引

による貸入金及び転貸融資が開始されました。昭

和 62 年には組合事業収入が約 2 千万円となり、

組合員（企業）は全国ダイヤル自動化工事、列車

公衆電話サ－ビス工事、無線電話サ－ビス、交換

機の新旧工事、国家的プロジェクトの関西国際空

港、関西文化学術都市、明石海峡工事に携わる等

関西地方本部は昭和54年4月1日より受託していた近畿電気通信設備協同組合業務が平成26年9月30
日をもって契約が解除となり、明けて平成27年3月31日に組合臨時総会において事業に終止符が打たれ
ました。
その一旦をご紹介させていただきます。
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により、大阪府団体中小企業中央会より優良組合

表彰を受賞する等、業界発展に寄与され、多くの

成果を上げてこられました。

教育研修は有馬温泉を研修の場として、また、

昭和 18 年より各地の歴史散策を兼ねた候補地を

研修先として定期的に懇親の絆を図られました。

しかしながら、情報通信の時代推移は交換設備

の共同事業を陳腐化し、低廉で多種多様なデジタ

ルサービスに直結した形となり、事業も企業固有

の形態に大きく変化し、情報・流通・技術ともに

継続が困難となり、組合活動に終止を打たれまし

た。

なお、組合資産については組合理事全員による

清算人会が発足され、登記から税処理までの清算

業務全てについて、平成 27 年 7 月末に終了され

ています。

情報通信設備協会本部・各地方本部・関係団体

様へ

創設から 50 年以上の長きに渡り、情報通信設

備協会本部・各地方本部・関係団体様にはご理解

とお引き立てを賜り、組合を支えていただきまし

たことに深く感謝を申し上げる次第であります。

本誌をお借りしまして御礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

近畿電気通信設備協同組合

代表清算人　川口 仁志

徳島県鳴門大橋（幻の鉄道併用橋） 香川県（世界一短い海峡）

和歌山県那智勝浦（丘に上がった捕鯨船） 兵庫県（人口繁殖、飼育中のコウノトリ）
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REPORT

■商業施設市場ソリューション
・多くの外国からのお客様に対する多言語対応を手

軽に導入いただける 4 か国語（日英中韓）自動音
声放送サービスやインターネット回線で CM や
BGM をタイムリーに放送できるネットワーク型コ
ンテンツ配信端末、定時放送やイベント案内など
をカードに記録し放送を行うデジタルアナウンス
マシンは、商業施設でのお得な情報配信や観光地
での多言語情報配信などに展開できます。

　音認識と iBeacon 技術を活用し、スマートフォン
への情報発信を行う、配信サービスなどをご提案。

■駅・空港・道路市場ソリューション
・ネットワークを使用して、無人駅との通話・放送・

映像監視システム・接点制御を行う Operain シス
テムをご提案。

・多くの外国からのお客様に対する多言語対応を手
軽に導入いただける 4 か国語（日英中韓）自動音
声放送サービスをご提案。

・HD-SDI カメラの映像から車のナンバーを自動認識
する車番認識システムをご提案。 

ＴＯＡ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ ２０１５　内覧会模様
TOA 株式会社が、「Smiles for the Public ～人々が笑顔になれる社会をつくる～」をテーマに「TOA Solution 
2015 」を７月７日に東京都千代田区の秋葉原 UDX「4 階 UDX GALLERY」で開催しました。
あらゆる市場において、お客様の課題解決に向けての製品を７つのソリューションで展示し、各ブースのワーク
ショップでは詳細な商品説明が行われました。また、ネットワークカメラのセキュリティについての「セキュリ
ティセミナー」、屋外防災放送についての「防災セミナー」が開催され、会場は終日、ディーラーや業界関係者、
多数のお客様で賑わいました。

■会社ご紹介
TOA 株式会社
兵庫県神戸市中央区港島中町七丁目２番１号
TEL（078）303-5620（代）

TOA株式会社
代表取締役会長兼社長
井谷 憲次　様

Operainシステム操作画面多言語放送サービス（４か国語）のデモコーナー
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■金融・流通多店舗ソリューション
・金融機関、店舗における高画素防犯カメラシステ

ム／高音質 BGM システムによる安心・安全・快適
な店舗空間をご提案。

・セキュリティ分野では従来のアナログカメラと比
較し、約 6 倍の高精細映像を実現した HD-SDI 防
犯カメラシステム「HD-CV」シリーズ／フル HD
ネットワークカメラシステム「TRIFORA」シリー
ズ、2 つのシステムをご提案。

　　従来のアナログカメラシステムに使用される同
軸ケーブルで配線する HD-SDI 防犯カメラシステ
ム「HD-CV」シリーズではコマ落ちしない滑らか
なフル動画、リアルタイム性、「つなげば映る」施
工性の良さをアピール。

　　フル HD ネットワークカメラシステム「TRIFORA」
シリーズでは高フレームレートのなめらかなライ
ブ／再生映像、大規模システムにも対応する優れ
た拡張性をアピール。

・高音質 BGM システムではカフェやファストファッ
ション、フードコートなどさまざまな場所に最適
な BGM 空間の構築をご提案。シンプルな操作性で
アナウンス放送にも対応、PC 接続による最適な音
環境設定が可能な DSP 内蔵デジタルアンプと 10㎝
同軸 2 ウェイ天井埋込型スピーカーをご提案。

■地域・街の安全安心ソリューション
・地図情報の見たいところを指定すると、自動的に

その地点を複数のカメラがその位置を捉える地図
情報活用遠隔監視システムをご提案。

・高精細防犯カメラ・記録メディア（SSD）が一体と
なり、配線は電源配線のみで防犯カメラシステム
を実現するタウンレコーダーをご提案。

・タウンレコーダーに M2M 機能を搭載。お手持ち
のスマートフォンやパソコンで、遠隔地から複数
のタウンレコーダーの防犯カメラの映像や動作状
態の確認やアラーム発生時の通知などが行えるシ
ステムをご提案。

・ネットワーク防災システムを展示。
１）緊急地震速報や、その他の緊急情報も受信し、

ネットワーク経由で地域に放送を行うシステム。
２）25GHz 帯域を使用して無線を使って、放送・

通話・映像確認を行えるシステムをご提案。
　　
■教育市場ソリューション
・デジタルワイヤレスによる混信耐性と独自のシ

ミュレーション技術による信頼性の高いチャンネ
ルプランをご提案。

・話者の位置（音源）を自動的に追跡して音圧を補
正し、話者の立ち位置が変わっても、一定拡声が
可能なアレイマイクや肩掛け型やダイナミック型
のデジタルワイヤレスマイクと 1ch デジタルワイ
ヤレスチューナーといったラインナップの拡充機
種、ワイヤレスアンプの独自技術である WA リン
ク機能の紹介や、災害時にも使えるシステムとし
てワイヤレスアンプとスリムアレイスピーカーを
組み合わせた防災セットなどをご提案。

■工場市場ソリューション
・『長時間記録』『全方位カメラによる動線監視』を

実現した食品工場向け防犯カメラシステムをご提
案。

・工場における明瞭度向上と伝えたいところに確実
に音声を届けるスリムアレイスピーカーをご提案。

・複数のカメラ映像を組み合わせて、工場建物の周
囲の動線を一目で確認できる外周動線監視システ
ムをご提案。

■競技場・スポーツ施設ソリューション
・今年発売になった、コンパクトアレイスピーカー

システム（HX-7）をご提案。
　　コンパクトアレイスピーカーは、1 台で指向可変

が出来るスピーカーで競技場でも先に発売されて
いるコンパクトアレイスピーカー HX-5 が多数納入
されており、中規模クラスの競技場や同じくアリー
ナ等の施設への導入も可能なスピーカーシステム
となっている。

　　また、このようなスタジアムへ高音質なシステ
ムが構築可能な伝送システムの DANTE を用いた
ミキサー・プロセッサーも展示し入り口から出口
までトータルな音響設備をご提案。

・その他、様々な音響設備で使用可能なスピーカー
もご提案。

■TOAソリューション2015セミナー
１．防犯セミナー

・報道および新聞紙面などでも個人情報やネット
ワークに繋がる機器のセキュリティなどが話題
にのぼっている中、画像の公開や個人情報保護
に関する考え方や、ネットワークに繋がるカメ
ラのセキュリティを中心に、特に高画質化して
きたカメラシステムおよび画像の取扱いの注意
点をご説明。従来の NTSC アナログ画像とフル
HD 画像の情報量の違いと良し悪しおよび TOA
の機器紹介も織り交ぜてセミナーが行われまし
た。

２．防災セミナー：「伝える」から「伝わる」へ
TOAの災害情報伝達に対する取り組み
・東日本大震災では多くの地域において、津波に

より防災無線などの防災放送スピーカーが浸水・
倒壊し、情報伝達に大きな問題が発生、避難指
示が伝わらない、聞き取りにくいといった問題
や、再度津波が発生した際、警報を伝達する事
が出来ないという問題がクローズアップされま
した。

　　また屋外防災放送は災害から身を守る為に非
常に重要なはずが、放送が「聴き取りにくい」
と言われている自治体が多数存在することが明
確になる中、屋外防災放送のみならずかけがえ
のない人命を守るための TOA で取組んでいる、
様々な方法で災害情報伝達についてセミナーが
行われました。
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富士通㈱は、日々様々な部品サプライヤーから収集する数十万点におよぶ電子部品情報を元に、お客様が使用する部品のライ
フサイクル情報や、終息予定部品の代替候補品情報を提供するサービスを開始した。また、お客様の部品リスト上の各電子部品
に対する情報を定期的にチェックし、更新情報をメールでお知らせするサービスも用意する。これにより、お客様は、設計段階
での部品の見極めや、代替品の早期決定、設計完了後の継続的な部品供給状況の把握が可能となる。　販売価格： 20 万円（税別）
／月から　※別途、初期構築費がかかる

富士通が終息部品対応を支援する電子部品のライフサイクル情報提供サービス「電子部品情報サービ
スＣＬＣＡ」を開始

東芝情報システム㈱は、企業、特に中堅企業の身近に迫るセキュリティリスクの中でも、近年多発する「情報流出・紛失」
「改ざん・破壊」「侵入・感染」のリスクに有効な 12 の対策で構成する「オフィスセキュリティソリューション」を販売開始
した。マイナンバー制度の導入により、情報漏えいなどのセキュリティ事故に対する企業の社会的責任は、ますます増大して
いる。本サービスでは、重要度を増すセキュリティ対策ニーズに適合したソリューションでありながら、クラウドサービスを
数多く取りそろえているため、企業にとって少ない負担で導入でき、迅速なセキュリティ対策を実現する。

東芝情報システムがマイナンバー制度にも備える12の「オフィスセキュリティソリューション」を販売開始

大日本印刷㈱と日本マイクロソフト㈱は共同で、学校現場のテストのデジタル化に向けたプロジェクトを開始する。両社は、
これまで印刷物やプリントで提供されてきた紙の小テストのデータを、広く普及している文章作成ソフト「Word」用のデータに
変換し、テストのデジタル化を進めていく。小中学校では、2020 年までにタブレット端末が 1 人 1 台配備される予定であり、情
報通信技術（ICT）の進展とともに、様々なデジタル教材やテストアプリ、コンテンツが開発されている。日々の小テストやド
リルを Word に変換しタブレット端末で利用できるデジタルテストにすることで、教員が学習履歴をデータとして管理できるよ
うになる。学習履歴データは、単純な正誤の確認だけでなく、生徒のより深い理解や個別指導に活かすことが可能である。

大日本印刷と日本マイクロソフトが小中学校現場の小テストやドリルのデジタル化するプロジェクトを
開始

NTT アイティ㈱の「Meeting Plaza（ミーティングプラザ）」は、4,000 社を超える導入実績を持つオンライン会議システムである。
新しくなった本サービスは、電話会議、講演形式の会議などの利用シーンで使いやすく、より効率的な会議運用が出来るようになっ
た。参加者は、紙資料のような手軽で直感的な操作に加えて、PC、タブレットならではの便利な利用が可能となる。また、専用
のソフトウェアが不要で Web ブラウザさえあれば利用でき、参加者の準備が少ないのが特徴である。主な機能は、①司会進行管
理機能：司会者は、管理画面から現在の参加者を一覧で把握することができ、プレゼンターを指名することもできる。プレゼンター
権限や共有メモ利用権限の設定等により参加者の意図しない操作による会議の中断を最小限に抑えることができる。②手書きメ
モ・ふせん機能：資料中に手書きのメモ・ふせんを残す機能で、他参加者と共有することもできる。

ＮＴＴアイティが「Ｍｅｅｔｉｎｇ Ｐｌａｚａペーパーレス会議」ＡＳＰサービスを大幅改良
～電話会議での資料共有や、講演形式会議でもより見やすく使いやすく～

CSAJ 会員企業 5 社が発起人［ピー・シー・エー㈱、弥生㈱、㈱オービックビジネスシステムコンサルタント、ラクラス㈱、㈱ワー
クスアプリケーションズ］となり、行政当局と社会保険システム業界との窓口として、社会、経済の情報化に即応しつつ、ユー
ザの利便性の向上を図るとともに、社会保険届出書等の規格化、電子申請等の促進に貢献することにより、社会保険行政の ICT
化に寄与し、もって適正な電子申請制度の確立に努めることを目的として、「社会保険システム連絡協議会」を設立した。

（一社）コンピュータソフトウェア協会（ＣＳＡＪ）が「社会保険システム連絡協議会」を設立～ＣＳＡＪが
協議会事務局としてサポート～

AGC（旭硝子㈱）は、ガラスとディスプレイを融合した infoverre（インフォベール）シリーズの新製品「infoverreⓇ 
MIRROR」の販売を開始した。商業施設や住宅向けのデザイン性の高いインテリア用製品として、グローバルに拡販を進める。
本シリーズは、クリアな映像を浮かび上がるように映し出す、新しいガラスサイネージで、今回のミラータイプは、透明なガ
ラスの代わりにブラックミラーを使用することで、斬新な映像表現によるユニークな情報発信を実現する。ミラーとモニター
のサイズはカスタマイズ可能。

ＡＧＣ旭硝子がミラー越しのユニークな情報発信を可能にする「ｉｎｆｏｖｅｒｒｅⓇ ＭＩＲＲＯＲ」の販売開始
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㈱富士通研究所は、遠隔地からファイル共有サーバを利用する際のファイルアクセスをソフトウェアで高速化するデータ転
送高速化技術を開発した。クラウドに集約されたファイル共有サーバを遠隔地から利用する際に、一般的に使用されるファイ
ル共有システムでは、ネットワークの遅延によりファイルのアップロードやダウンロードに時間がかかるという課題があった。
今回、クライアント・サーバ間の通信を中継するソフトウェアを新たに導入することで、遠隔ネットワーク上で複数のファイ
ル名、ファイルサイズなどの情報習得で発生する通信回数を大幅に減らし、ネットワーク遅延の影響を低減する技術を開発した。
社内実験では、容量の小さな多数のファイル転送を最大で 10 倍高速化できることを確認した。さらに、昨年発表した重複除去
技術の効果を向上させるヘッダーの分離技術により、大容量ファイルの転送を最大で従来の 20 倍高速化することも確認した。

富士通研究所が遠隔地からのファイルアクセスを高速化するデータ転送技術を開発

IDCJapan㈱は、国内通信事業者のネットワーク設備投資市場の2014年の分析と2015年～2019年の予測を発表した。ネットワー
ク設備投資市場は縮小傾向にあり、2014 年～ 2019 年の年間平均成長率は、マイナス 2.1％、2019 年の市場規模は 1 兆 1,477 億円
と予測している。2014 年の国内ネットワーク設備投資市場は 1 兆 2,762 億円となり、そのうち、無線インフラが高い割合を占め
ている。2015 年以降、市場は縮小傾向に向かうと予測しており、無線インフラにおいては、スモールセル等による基地局の小
型化への投資は継続的に行われつつも、2014 年～ 2019 年の CAGR はマイナス 3.8％とみているが、2019 年には、次世代通信技
術「5G」の商用化を見据えた投資が始まると予測している。

ＩＤＣＪａｐａｎが国内通信事業者のネットワーク設備投資市場予測を発表

㈱ミライトは、大型ディスプレイに表示されたデータの表紙画面にタッチするだけで、簡単に利用者のスマートフォンやタ
ブレット端末にデータを送信することが出来るデジタル情報スタンド「PONTANA（ぽん棚）」を開発、今夏から販売開始する。
本製品は、Wi-Fi エリア内に設置された “ 本棚 ” に見立てたタッチ式大型ディスプレイに、任意のデータの表紙画像を陳列表示し、
閲覧者が表紙画像にタッチすると、専用のビューワーアプリをインストールしているスマートフォンやタブレット端末に、選択
したデータがダウンロードされ、コンテンツを閲覧することができるシステムである。従来の QR コードや NFC カードを利用
してのコンテンツを取得する方法と比較し “ 本棚から本をとるように ” 誰もが直感的に操作することが出来る。

ミライトが大型ディスプレイの表示データをワンタッチでスマートフォンに配信する公衆Ｗｉ－Ｆｉ機能付
きデジタル情報スタンド「ＰＯＮＴＡＮＡ」を開発

中央大学 理工学部 教授 竹内 健のグループは、インターネットにおけるプライバシー保護のため、「忘れられる権利」を実現
するメモリシステムの開発に成功した。インターネット上に過去に書き込まれた誤った情報、プライバシー情報によって将来
にわたって不利益を被ることが問題となっており、デジタルデータの「忘れられる権利」が注目されている。今回の研究では、
SNS などに書き込んだデータの寿命をあらかじめ設定することで、指定した時点で自動的にデータが壊れるメモリシステムを開
発した。この新システムは、データが記憶されるメモリ上のデータを、ユーザーが決めた時点で自動的に壊し再現不能にするこ
とで、より高いプライバシーを担保する「忘れられる権利」を実現する。本システムは、指定した時点でデータを意図的に誤る
ように制御できるので、メモリデバイス自体は物理的には破損しておらず、メモリは再利用が可能である。

中央大学がプライバシー保護「忘れられる権利」を実現する、指定した時点でデータが自動的に壊れる
メモリシステムを開発

NEC は、サイバー攻撃に対して、情報とスピードを重視し、先読みして対策を打つ「プロアクティブサイバーセキュリティ」
を実現する「NEC Cyber Security Platform（サイバーセキュリティプラットフォーム）」の販売を開始した。本ソリューションは、
高度化するサイバー攻撃の対策に必要となる様々な機能を備えた基盤製品です。この基盤を利用したソリューションの第一弾とし
て（1）組織内の情報システムのセキュリティリスク（脆弱性）を迅速、かつきめ細かく把握するとともに、セキュリティパッチ
配布など迅速な対処をリモート操作で実現する「セキュリティ統合管理・対処ソリューション」（2）脆弱性やサイバー攻撃に関す
る世界の最新情報を、NEC の専門家の分析による対処方法と合わせて提供する「脅威・脆弱性情報管理ソリューション」を提供する。

ＮＥＣが高度なセキュリティ専任要員の不足を補い素早いサイバー攻撃対策を実現するプラットフォーム
「ＮＥＣ Ｃｙｂｅｒ Ｓｅｃｕｒｕｔｙ Ｐｌａｔｆｏｒｍ」を発売

キャノンマーケティングジャパン㈱は、キャノン電子㈱製の業務用モバイル端末の新製品として、㈱ NTT データのクラウド
型統合決済プラットフォーム「CAFIS ArchⓇ」に対応したプリンター一体型決済端末を 2016 年 3 月より発売する。主な特長は、
クレジットやデビット、銀聯、電子マネー、電子サインなど、同サービスが提供する各種決済を利用できるようになる。また決
済した後に本体に搭載されたプリンターからレシートなどを発行できるため、小売業・飲食店の訪問販売やテーブル決済、金融
機関の軒先決済、宅配業の代引き決済など幅広い業種に対応できる。今後の訪日外国人観光客の増加を見据え、IC クレジット決
済に必要な国際セキュリティー基準に対応する。

キャノンマーケティングジャパンがＮＴＴデータのクラウド型統合決済プラットフォーム「CAFIS ArchⓇ」
に対応したプリンター一体型決済端末を発売予定
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大日本印刷㈱は、拡張現実（AR、Augmented Reality）技術を活用し、写真プリントをスマートフォンやタブレット端末の無料の
専用アプリで読み取ると、関連する動画が AR で再生される「AR 動く写真サービス」を開始した。本サービスは、写真画像の保管、
サイト構築、写真のプリント・加工、配送などの機能をワンストップで提供する「DNP Imaging Mall」のメニューの一つとして提供する。
静止画・動画のデータ保管、動画配信などに必要なシステムは、クラウド型で提供する。

大日本印刷が AR技術を活用した “AR動く写真 ”サービスを開始

㈱ sMedio は、iOS ／ Android スマートフォンとタブレット向けに、家じゅうどこでも DVD をワイヤレスで視聴できるソフト
ウェア「sMedio TrueDVD Streamer」を AppStore ／ Google Play にてダウンロード販売を開始した。sMedio TrueDVD Streamer は、
iOS ／ Android のスマートフォン・タブレットを Windows PC の DVD ドライブとワイヤレス（Wi-Fi）で接続し、DVD-Video の
再生を行うことができるワイヤレス DVD プレイヤーアプリである。通常の DVD プレイヤーと同様にメニューや字幕変更、音声
切換などに対応している。PC や DVD プレイヤーの前にいなくても、お手持ちのスマートフォン・タブレットで家じゅうどこで
も映像を楽しむことが可能となる。

ｓＭｅｄｉｏがＰＣドライブに入ったＤＶＤを家じゅうどこでもスマートフォン／タブレットで視聴する
「sMedio TrueDVD Streaner」を販売開始

㈱日立製作所と㈱日立産業制御ソリューションズは、認証精度と認証速度を大幅に向上させた新型の指静脈認証端末を開発し、
本端末を搭載した入退室管理システム「SecuaVeinAttestor」を 10 月中旬から国内向けに販売開始する。本端末は、従来機種に比べ、
逐次認証方式の適応により他人受入率を約 15 分の 1 に低減できるとともに約 3 倍の認証速度の向上を実現する。これにより、IC
カードなどの媒体を必要とせず、指静脈のみによる多人数の認証にもスムーズに対応する。また、本端末の横幅を従来機種の半
分以下にスリム化したことにより、これまで以上にさまざまな場所への設置が可能である。従来機種との互換性を有しているため、
導入済みの入退室管理システムにおける認証端末のみの更新や増設にも対応できる。

日立製作所と日立産業制御ソリューションズが認証精度と認証速度を大幅に向上させた新開発の指静
脈認証端末を搭載した入退室管理システムを販売開始

キャノン IT ソリューションズ㈱は、不正端末接続検知／遮断システム「NetSkateKoban Nano（ネットスケットコウバン　ナノ）」
（開発元：㈱サイバー・ソリューションズ）とウイルス対策ソフト「ESET」を連携させ、ウイルス感染した PC を自動的にネットワー
クから切り離して社内環境を守ることができる新ソリューションを販売開始した。ウイルスの駆除を確実に行うまでネットワーク
から切り離されているため、システム管理者は社内に侵入したウイルスの駆除と隔離、感染した PC の対応に専念することができ
復旧作業を安全に行える。

キャノンＩＴソリューションズがウイルス感染したＰＣを自動的にネットワークから切り離すことができる
新ソリューションを販売開始

シャープは、日本で初めてソーラー充電スタンド「シティチャージ」を設置する。公益財団法人東京都環境公社が東京都と連
携して実施している「シティチャージ」を設置する事業の設置事業者に、スタイリッシュなデザインや安全設計が評価され、選
定された。ソーラー充電スタンドは、太陽光パネルが発電する電気でスマートフォンなどを手軽に充電でき、無料で利用可能で
ある。今回設置されるものは、太陽光パネル、蓄電池、LED 照明、充電テーブルで構成されている。太陽光パネルで発電した電
気を蓄電池に蓄電、その電気をスマートフォンなどの充電や夜間の LED 照明に使用する。本年秋、旅行者が多い東京タワー付
近とビジネスパーソンの多い虎の門ヒルズに設置し、順次設置を拡大していく予定。

シャープが日本で初めて東京都内にソーラー充電スタンド「シティチャージ」を設置～太陽光パネルが
発電した電気でスマートフォンなどを手軽に充電～

㈱アイティフォーが 27,600 円（税抜き）という業界最安値クラスを実現した、ハードディスク簡易復旧サービスを開始する。
PC を利用する際、内蔵ハードディスクを原因として「電源が入らない」「OS が起動しない」「モニターが写らない」または「外
付けハードディスクドライブが認識しない」などの症状が出た場合、メーカーへの修理をすると「ハードディスク内に記録され
たお客さまのデータはすべて消去されます」と言われるのが一般的である。多くの場合は、「ハードディスクの軽度の論理障害」
であり、データの取り出しが可能である。本サービスは「軽度の論理障害に特化」し、お客様のデータを別ハードディスクにコピー
してお渡しするサービスである。お客さま無料相談ダイヤル：0120-010-183（24 時間 365 日受付）

アイティフォーが［データ復旧］業界最安値クラス27,600円の簡易復旧サービス開始～ＰＣの電源が
入らないＯＳが起動しないなどの理由でデータが取り出せない時に～
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KDDI ㈱は、国内初となる LTE に対応した IP トランシーバー「IP500H」と IP 無線機「IP-T10」を、アイコム㈱とインフォメー
ションタスクフォース㈱を通じて、9 月より法人のお客さま向けに提供開始する。「IP500H」と「IP-T10」は、多人数への一斉連
絡といった従来の無線機の持つ特長を活かしつつ、人口カバー率 99％（プラチナバンド 800MHz）の「4G LTE」に対応することで、
より広いエリアで高音質な通話を実現できる。「IP500H」は従来の無線機と異なり、電話のように同時に会話をしたり、優先順
位の高い情報を割り込んで伝えることが可能である。また、「IP500H」と「IP-T10」は、スマートフォンアプリや IP ビジネスホ
ンなど、様々な機器と通話いただくこともできる。LTE 回線に加え、KDDI のクラウド基盤サービスと、インターネットを経由
しない閉域ネットワークを利用しているため、より安全で秘匿性の高い通話を実現する。

ＫＤＤＩが国内初　ＬＴＥに対応したＩＰトランシーバーおよびＩＰ無線機を提供開始～「４Ｇ ＬＴＥ」を活用し、
広いエリアで高音質な通話を実現～

OKI は、「超臨場感テレワークシステム」を用いて埼玉県のセンターオフィス、京都府のサテライトオフィスおよびホームオフィ
スを結ぶテレワーク実験オフィスを構築した。実際のオフィス業務を対象にした実証実験を行うと共に、オープン・イノベーショ
ンを目的に京都府に構築したサテライトオフィスを希望者に公開する。本システムは、複数の映像、音、センサー情報を利用し、
利用者ごとのコミュニケーション端末や大型のインフォメーションボードを通じて、空間と空間をつなぐ。構築したテレワーク
実験オフィスを用いて実際の業務を対象にしたテレワーク実証実験を行い、オフィスコミュニケーションにおける効果を定量的・
定性的に検証し、モニター評価を目的とした実証実験パートナーや、本システムの様々な分野への応用展開を目的としたソリュー
ションパートナーとの連携を目指す。

ＯＫＩが「超臨場感テレワークシステム」を用いた実験オフィスを公開～一つのオフィスにいるかのよう
な臨場感でつなぐオフィス間コミュニケーションを実現～

㈱ NTT ドコモは、「はなして翻訳Ⓡ」「うつして翻訳Ⓡ」「メール翻訳コンシェルⓇ」に続く 4 つ目の翻訳サービスとして、手
書き文字で意思を伝える翻訳サービス「ひつだん翻訳 TM」を新たに開発した。本サービスは、タブレット等に書いた言葉や文
章をドコモが開発した翻訳したサーバーを利用して翻訳するサービスで、英語・中国語（簡体字）・韓国語・フランス語の 4 か
国語と日本語の翻訳を利用できる。手書き文字に加えて、イラスト機能や写真の読込機能を備えており、例えば、手書きで描
いた地図にコメントを加えて道案内をする等、これまでにない新たなコミュニケーションが可能となる。これにより、お客様は、
様々な利用環境に応じた翻訳サービスを利用することができ、海外旅行先や訪日中の外国人の方との円滑なコミュニケーショ
ンが実現できる。また、手書き文字での翻訳方法が加わることで、耳の不自由な方も翻訳サービスを利用できるようになる。

ＮＴＴドコモが手書き文字・イラストで意思を伝える新たな翻訳サービス「ひつだん翻訳」を開発

NTT コミュニケーションズ㈱は、7 月 31 日より企業向け内線電話サービス「メンバーズネット」のアクセスサービスとして、
企業向け外線 IP 電話サービス「Arcstar IP Voice」を追加した。本サービスは、仮想的な専用網上に企業内音声ネットワーク（内
線グループ）を構築し、内線番号による拠点間の通信を実現するサービスである。従来、NTT 東日本または NTT 西日本の加入
電話や INS ネット、NTTCom の「ひかりライン」を利用されているお客様に提供してきが、このたび「Arcstar IP Voice」を利
用されているお客様にも提供を開始する。なお「Arcstar IP Voice」はアクセス回線として NTTCom の企業向け VPN「Arcstar 
Universal One」が利用できる。このため、既に「Arcstar Universal One」をご利用のお客様の場合は、「Arcstar IP Voice」と合わ
せて「メンバーズネット」をご契約いただくことで、データ通信に加え、音声通信も同一のネットワークでご利用可能となるので、
内線通話の無料化と、安価な外線通話料によって通信コストを大幅に削減することができる。

ＮＴＴコミュニケーションズの内線電話サービス「メンバーズネット」がＩＰ電話サービス「Arcstar IP 
Voice」との接続に対応～内線通話無料・外線通話料削減により大幅な通話料削減～

ソフトバンク㈱は、コールセンターに必要なシステムや機能を SaaS 型で提供するクラウド型コンタクトセンターサービス「ホ
ワイトクラウドコンタクトセンター」を 7 月 30 日から提供開始した。本サービスは、ACD（自動着信呼分配装置）や PBX（通
話制御機能）、通話録音などの各種コールセンター機能一式を必要な時期、必要な分だけ提供するクラウト型のサービスで、シス
テム構築の初期コストを抑え、ビジネスの変化に素早く対応し柔軟なコールセンター構築をサポートする。特に社内ヘルプデス
クなど 10 ～ 50 席程度の小規模コールセンターの運営や、電話での取り次ぎ業務が多い企業内部門の業務の効率化・見える化の
実現に適している。

ソフトバンクがクラウド型コンタクトセンターサービス「ホワイトクラウドコンタクトセンター」の提供開
始～小規模コールセンターに特化し、各種機能一式を必要な時期、必要な分だけ提供～

2015 年の国内 IT 市場は、IT 支出の量的な成長率のみならず、第 3 のプラットフォームの進展において、大都市圏とそれ以外の
地域での格差が広がり、東京都、近畿地方以外は、全てマイナス成長となる。企業向け市場においては、円安により大都市圏とそ
れ以外の地域間での二極化が更に拡大しているため、経営状況に応じた異なる ICT ニーズが発生する。公共向けソリューションは、
マイナンバー対応後を見据えて、地域活性化をもたらすソリューションが期待されている。

ＩＤＣＪａｐａｎが国内ＩＴ市場　地域別予測を発表
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特集

職場におけるメンタルヘルス対策
～2015年12月からストレスチェックの実施が義務になります～

改正労働安全衛生法にもとづくストレスチェック制
度とは？
　平成 26 年 6 月 25 日に公布された労働安全衛生法
の一部を改正する法律により、ストレスチェックと
面接指導の実施等を事業者へ義務づける制度が創設
されました。今回新たに導入されるストレスチェッ
ク制度は、定期的に労働者のストレスの状況につい
て検査を行い、本人にその結果を通知して身らのス
トレスの状況について気付きを促し、個人のメンタ
ルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査
結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるスト
レス要因を評価し、職場環境の改善につなげること
で、ストレスの要因そのものも低減させるものであ
り、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスク
の高い者を早期に発見し、医師による面接指導につ
なげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然
に防止する取組です。（平成 27 年 12 月 1 日施行）

ストレスチェック制度の概要
■ストレスチェックの実施
・常時使用する労働者に対して、ストレスチェック

を実施することが事業者の義務※となります。
※ストレスチェックとは、事業者が労働者に対し
て行う心理的な負担の程度を把握するための検
査をいいます。

※従業員数50人未満の事業場、当分の間努力義務
となります。

・ストレスチェックの実施の頻度は、1 ごとに 1 回と
なる予定です。

・ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス
要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポー
ト」の 3 領域を全て含める予定です。

　どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択
可能ですが、国では標準的な調査票として

　「職業性ストレス簡易調査票（57項目）」を推奨す
る予定としています。

・ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に
通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供し
てはいけません。

■面接指導の実施
・ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者の

うち、高ストレス者として面接指導が必要と評価
された労働者から申出があったときは、医師によ
る面接指導を行うことが事業者の義務になります。

・事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見
を勘案し、必要があると認めるときは、　就業上の
措置を講じる必要があります。

■集団分析の実施
・職場の一定規模の集団（部、課など）ごとのスト

レス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境
を改善することが事業者の努力義務になる予定で
す。
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■労働者に対する不利益取扱いの防止
・面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取

扱いを行うことは法律上禁止されます。
・このほか、ストレスチェックを受けないこと、事

業者へのストレスチェックの結果の提供に同意し
ないこと、高ストレス者として面接指導が必要と
評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ない
ことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の
結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当
な配転・職位変更等も行ってはいけないとするこ
とが想定されています。

■働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「ここ
ろの耳」のご案内

　～メンタルヘルスに関する情報はこちら～
　URL　http://kokoro.mhlw.go.jp/

■産業保健事業のご案内
　～メンタルヘルスに関する電話相談・訪問支援は
こちら～
◎ストレスチェック制度サポートダイヤル

TEL：全国統一ナビダイヤル　0570-031050　※通
話料がかかります。
受付時間：平日 10 時～ 17 時（土曜、日曜、祝日、
12 月 29 日～ 1 月 3 日は除く）
※産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、

事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担
当者等からのストレスチェック制度の実施方法、
実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談に
お答えします。

「ストレスチェック」実施促進のための助成金
■従業員数50人未満の事業場の自業主の方へ
　従業員数 50 人未満の事業場は、当分の間努力義務
となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進
のための助成金」は、従業員数 50 人未満の事業場が
合同で、医師・保健師などによるストレスチェック
を実施し、また、ストレスチェック後の医師による
面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助
成を受けることができる制度です。

１．助成金の概要
　事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従
業員数 50 人未満の事業場が、合同でストレスチェッ
クを実施し、また、合同で選任した産業医からスト
レスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を

受けた場合に各事業主が費用の助成を受けられる制
度です。

２．助成金を受けるための要件
　助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集
団を形成し、支給要件を満たしているかの確認を受
けるため、あらかじめ労働者健康福祉機構への届出
が必要になります。

◆届出前に、次の 5 つの要件を全て満たしている
ことを必ず確認してください。

□　①常時使用する従業員数が 50 人未満であ
り、同一の都道府県内にある複数（2 か
ら 10 まで）の小規模事業場を含む事業場
で集団を構成していること。

□　②集団を構成する小規模事業場の事業者
が産業医を合同で選任し、ストレスチェッ
クに係る産業医活動の全部又は一部を行
わせること。

□　③ストレスチェックの実施者及び実施時
期が決まっていること。

□　④集団を構成する全ての小規模事業場に
おいて、ストレスチェック及び面接指導
を行う予定であること

□　⑤集団を構成する小規模事業場の代表者
と②の産業医（合同選任産業医）が同一
者でないこと。

３．助成対象
（1）ストレスチェック
　年 1 回のストレスチェックを実施した場合に、実
施人数分の費用が助成されます。

（2）ストレスチェックに係る産業医活動
　ストレスチェックに係る産業医活勤について、実
施回数分（上限 3 回）の費用が助成されます。

【ストレスチェックに係る産業医活動の例】
・ストレスチェックの実施について助言するこ

と
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施す

ること
・ストレスチェックの結果について、集団分析

を行うこと
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述

をすること　など
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４．助成金額
　次の費用が助成されます。

助成対象 助成額（上限額）
①ストレスチェックの実
施 1 従業員につき 500 円

②ストレスチェックに係
る産業医活動

1 事業場あたり産業医 1
回 の 活 動 に つ き 21,500
円（上限 3 回）

※ 500 円と 21,500 円はそれぞれの上限額ですので、
実費額が上限額を下回る場合は実費額を支給します。

５．届出・申請の期限
（1）小規模事業場団体登録届
　平成 27 年 6 月 1 日から平成 27 年 12 月 10 日まで（消
印有効）

※ただし、届出期間中でも団体登録の受付を終了
することがありますのでご了承ください。

（2）ストレスチェック助成金支給申請
　平成 27 年 6 月 15 日から平成 28 年 1 月末日まで（消
印有効）

※ただし、申請期間中でも助成金支給申請の受付
を終了することがありますのでご了承ください。

■お問い合わせ先
◎労働者健康福祉機構　産業保健・賃金援護部　産
業保健業務指導課
TEL：044-556-9866
受付時間：平日 9 時 15 分～ 18 時（土曜、日曜、
祝日休み）
住所：神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地　ソリッ
ドスクエア東館 17 階

◎全国の産業保健総合支援センター
URL　http://www.rofuku.go.jp/shisetsu/tabid/578/
Default.aspx

（出典：厚生労働省ホームページ　職場におけるメ
ンタルヘルス対策等、独立行政法人　労働者健康
福祉機構ホームページ　産業保健事業）

６．手続きの流れ図
　助成金を受け取るまでの手続きは次のとおりです。
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平成27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27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。

中小企業施策利用ガイドブック　インデックス
（18項目）

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

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 27 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。
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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。

■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。

財務サポートの例
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

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

ベンチヤ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
ヤー投資促進
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

事業承継について支援を受けたい 事業承継円滑
化支援事業

地域にオフィスを新増設したい 地方拠点強化
税制

会計の質を向上させたい 中小企業の会
計

経営サポート［雇用・人材支援］の例
摘要 施策名

人材育成に関する支援策を知りた
い

企業内人材育
成推進助成金

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

労働移動支援
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
プ肋成金

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
促進肋成金

従業員の能力向上を図りたい
公共職業訓練

（在職者向け訓
練）

人材育成や経営能力の向上を図り
たい

中小企業大学
校の研修

若手人材を確保したい ジョブカフェ
事業

■ご注意
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 27 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/h27/

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/

（出典：中小企業庁　
平成 27 年度中小企業施策利用ガイドブック）
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　NTT ドコモは今年 3 月、LTE の高度化規格 LTE-
Advanced の主要技術 CA（キャリアアグリゲーショ
ン）を用いたモバイル通信サービス ｢PREMIUM 4G｣
の提供を開始した。
　開始時点での最大通信速度は、国内の移動通信事
業者では最速タイの 225Mbps｡
　2015 年度中には 300Mbps に増速する計画だ｡  2017
年には最大通信速度 1Gbps（1000Mbps）への高速化
も視野に入れている。
　LTE-Advanced は、3G 携 帯 電 話（W-CDMA/
HSPA）や LTE の標準化を行ってきた 3GPP（Third 
Generation Partnership Project）が LTE を継続的に
進化させるために策定している通信規格だ｡ 具体的
には LTE の標準化完了後、2011 年に策定された標
準規格書の ｢リリース 10｣ 以降で取りまとめられた
LTE の拡張技術の総称が LTE-Advanced となる。
　2014 年に策定された ｢リリース 12｣ までの規格
が現行の LTE-Advanced で、これらの技術規格で
LTE を拡張したものが通信システムとしての LTE-
Advanced となる｡ 現在は 2016 年の取りまとめに向
けて作業が進められている ｢リリース 13｣ でも LTE-
Advanced の新たな技術が議論されている。

　LTE-Advanced 策定の大きな狙いは、LTE をさら
に高速化 ･ 大容量化することで、映像コンテンツや
クラウドサービスをより快適に使える環境を実現す
ることにある｡ 加えて、M2M/IoT などの新たなユー
スケースヘの対応が、LTE-Advanced の規格化の論
議で最近の大きなテーマとして浮上してきている。
　ここでは、まず LTE-Advanced による高速 ･ 大容
量化が日本でどのような形で進んでいくかを見た上
で、リリース 13 の議論を中心に LTE の進化の方向
性を探っていく。

■16年に「3キャリアCA」登場
　LTE-Advanced には、伝送容量を大幅に拡大する
高次 MIMO や干渉回避技術の CoMP、eICIC など多
くの技術が規定されており、通信事業者はこれらの
中から必要なものを導入して LTE の機能を強化する
ことができる。その中ですでに導入が広がってきて
いるのが、今回ドコモが導入した CA である。
　CA は複数の LTE の電波を束ねて高速化を実現す
る技術だ｡ 高速通信サービスの基盤となることから、
この技術の導入をもって LTE と LTE-Advanced が区
分されることが多い。

業界特集

LTEを高度化した LTE-Advancedの展開が本格化してきた。これにより都心部を中心に通信品質の大幅な底
上げが期待される。 IoTや M2M向けで LTEを利用できるようにする技術の検討も始まった。

文◎藤井　宏治（IT通信ジャーナリスト）

４ＧはＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄでさらに進化
～ＩｏＴ向けの新規格が焦点に～

（図表1）NTTドコモの高速化のロードマップ
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　CA の商用化は 2013 年に韓国の携帯電話 3 事業者
に導入されたのが第一陣で、翌 2014 年に KDDI が日
本で初の商用展開を開始している。これらは、現行
の LTE の最高スペックである最大通信速度 150bps
のサービスの提供に必要な 20MHz 幅（送受信の片側
分、以下同）の帯域を、それに満たない 2 周波数帯
を束ねて確保するために用いられたものである。
　ドコモが今回スタートさせた PREMIUM 4G は、こ
うした LTE の枠を越えたサービスを実現することを
狙ったもので、① 1.7GHz 帯（20MHz 幅）と 800MHz
帯（10MHz 幅）② 1.5GHz 帯（15MHz 幅）と 2.1GHz
帯（15MHz 幅）をそれぞれ CA で組み合わせて
30MHz 幅とすることで LTE の 1.5 倍、225Mbps の最
大通信速度を実現している。
　さらにドコモは、PREMIUM 4G で受信時最大
300Mbps、送信時最大 50Mbps に対応する最新規格

「カテゴリ 6｣ に対応する端末を導入しており、15 年
度中に利用帯域を 40MHz 幅に拡大することで端末能
力をフルに活かし、下り最大 300Mbps のサービス提
供を行う計画だ。
　もっともドコモの現行の周波数帯の利用状況を考
えると、2 波の組み合わせで 40MHz 幅を確保するこ
とは困難だ｡ そこで打開策として想定されているの
が、3 つの異なる周波数帯を束ねて用いる ｢3 キャリ
ア CA｣の導入である。これは 2014 年に規格が固まっ
た「リリース 12」に盛り込まれた LTE-Advanced の
最新技術の 1 つで、韓国などでトライアルが行われ
ている。
　ドコモ以外の事業者も KDDI が今年のスマート
フォン夏モデルからカテゴリ 6 対応端末の展開を開
始、2.1GHz 帯の LTE 帯域を 20MHz 幅としたエリア
では 222.5Mbps のサービスを提供している。

　ソフトバンクも今年 8 月以降にカテゴリ 6 端末に
よる CA の展開を開始することを明らかにしている
が、当初の通信速度は 187.5Mbps にとどまる見込みだ。
これは組み合わせ可能な LTE 帯域が最大で 900M Hz 
帯の 10MHz 幅と 2.1GHz 帯の 15MHz 幅の計 25MHz
幅となるためだ。
　ソフトバンクモバイルの宮内謙社長は 5 月開催し
た新製品発表会で ｢2016 年度には 3 キャリア CA を
導入し最大通信速度を 200Mbps 台に向上させる｣ 考
えを明らかにした。
　3 キャリア CA は携帯電話事業者の通信速度競争の
有力な武器となるが、導入の狙いはこれだけではな
い。CA には高速化以外にも、2 つの帯域の混雑を平
準化して周波数の有効利用を図ったり、性質の異な
る局波数帯を組み合わせて安定した通信品質を実現
できる利点がある。3 キャリア CA の導入でこの効
果はさらに高まる。この技術が一般化すれば、LTE/
LTE-Advanced の通信品質は大幅に向上することに
なりそうだ。

■鍵はCAと小セル
　通信事業者にとって大きな課題となっているのが、
トラフィックの集中する都心部で快適な通信環境を
どう実現するかだ。これに大きく寄与することにな
ると見られるのが、昨年 12 月にドコモ、KDDI、ソ
フトバンクの 3 社に割り当てられた 3.5GHz 帯での
LTE-Advanced の導入運用開始だ。
　今回割当が行われた 3.5GHz 帯を含む 3GHz 以上
の周波数は、800MHz 帯や 2.1GHz 帯などに比ベ伝搬
距離が短く移動通信には不向きと考えられていたが、
モバイルトラフィックの急増や無線技術の進歩によ
り近年 6GHz 程度までの帯域を移動通信で使おうと
する機運が高まってきている。3.5GHz 帯は 2007 年
に開催された世界無線通信会議（WRC-07）において
移動通信で使うことが合意された帯域で、3400MHz-
3600MHz の計 200MHz の帯域が確保されている｡ 割
当の対象となったのは、そのうち放送中継業務など
で使われている帯域を除く 120MHz 幅だ。
　LTE-Advanced は、この 3.5GHz 帯の利用を想定
して ITU-R（国際電気通信連合無線通信部門）で規
格化された IMT-Advanced（いわゆる 4G、第 4 世代
移動通信システム）の要件を満たせる技術として策
定された技術規格であり、Wireless MAN-Advanced

（WiMAX2）とともに IMT-Advanced の要件を満たす
規格として認定されている。LTE-Advanced は、規
格上は最大で 100MHz 幅の帯域を使って 3Gbps の通
信を行う能力を持つ。

NTTドコモが1.5GHz帯を使った「アドオンセル」の構築に用い
ている小セル用アンテナと基地局装置。
ワイヤレス・テクノロジー・バーク2015にて

NTTドコモ
無線アクセス開発部
無線方式担当部長
無線ネットワーク方式
担当部長　安部田貞行氏
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　今回、総務省はこの 120MHz 幅を、TDD 方式で利
用する方針を打ち出した。TDD 方式は時分割技術を
使って同じ周波数で送受信を行えるようにしたシス
テムだ｡ 携帯電話で一般的な FDD 方式（送受信に別
の周波数を使う方式）に比ベデータ通信を効率的に
行えるとされ、2.5GHz 帯以上の高帯域を使う移動通
信システムでは、これが主流となっている。
　申請によると 3.5GHz 帯の運用開始は 3 社ともに
2016 年 3 月だ｡ 実際のサービス開始は、KDDI が
同年 6 月、ドコモが 10 月、ソフトバンクが 12 月だ。
14 年末帯域割当てから利用開始までやや時間が空い
た理由の 1 つに携帯電話各社が、TDD の 3.5GHz 帯
と FDD の既存の携帯電話帯域を CA で組んで利用
することを想定していることが挙げられる。TDD と
FDD 間の CA は前述の 3 キャリア CA とともに昨年
のリリース 12 で規格化された技術であり、対応端末
の供給開始も同様に 2016 年になってしまうためだ。
　3.5GHz 帯を利用する携帯 3 社のネットワークの構
成は必ずしも明確になっていないが、ドコモは同社
が ｢アドオンセル｣ と呼ぶ構成をとることを明らか
にしている。
　これは、都心の高トラフィックエリアにおいて、
半径数百 m をカバーする既存の 2.1GHz 帯などのマ
クロ（大）セル基地局のエリア内にカバーエリア
数十 m 程の 3.5GHz 帯の小セル基地局を多数配置し、
この 2 つの周波数帯を CA で束ねて利用し大幅なネッ
トワーク容量の拡大を実現しようとするものだ。
　このネットワーク構成の大きな特長といえるのが、
大セル基地局と多数の小セル基地局の信号処理モ

ジュールを 1 ヵ所に集約して、基地局側にはアンテ
ナと無線ユニットのみを置きこの間を光ファイバー
で結ぶ C-RAN（Centralized Radio Access Network）
構成を採用していることだ。
　信号処理部分を 1 ヵ所に集約することで、多数の
3.5GHz 小セル基地局と既存帯域の大セル基地局間の
CA を容易に実現することが可能になる。この際ハン
ドオーバーなどを行う際の制御信号の伝送をマクロ
セル基地局で一括して行うことで、安定した通信を
実現することができる。この構成には小セル基地局
を多数配置した際に問題となる小セル間の干渉の制
御が容易になるという利点もあるという。
　ドコモはこの ｢アドオンセル｣ のネットワーク構
成を冒頭で触れた 1.7GHz 帯と 800MHz 帯、1.5GHz
帯と 2.1GHz 帯の CA でも採用している。
　ドコモで 3.5GHz 帯の実用化に向けた技術開発を
担う無線アクセス開発部の担当部長の安部田貞行氏
は ｢この方式で必要なポイントに 3.5GHz の基地局を
打っていけば、セルエッジ（基地局の境界部分）な
どでも速度低下がなくなり、面的に安定したスルー
プットが提供できる｣ と強調する。C-RAN は、LTE-
Advanced で規定されているものではないが、通信品
質を大きく向上させる可能性があるだけに、光ファ
イバーが容易に調達できる都市部のネットワーク整
備では同様の構成が広く使われることになると見ら
れる。

■4GHz/4.5GHz帯に期待感
モバイルネットワークの高速 ･ 大容量化に大きく寄

（図表２）3.5GHz帯の周波数割当状況

（図表３）IMT-Advancedでの利用が想定されている周波数帯
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与することが期待されている今回の 3.5GHz 帯の割当
だが、その効果は当面は限定的なものにとどまるこ
とになりそうだ。
　今回割り当てられた 1 社あたり 40MHz 幅の帯域は、
ドコモが PREMIUM 4G で計画している 300Mbps
サービスの送受信片側分に相当する。3.5GHz 帯で
は TDD でこれを送受信に共用するので、無線シス
テムが同じであれば、3.5GHz 帯単独の通信速度は
300Mbps を割り込むはずだ。
　2017 年には 1Gbps サービスの開始が計画されてい
るが、これを実現するには 8 × 8MIMO などの高速
伝送技術をフルに実装する必要がある。関係者の間
には ｢8 × 8MIMO では端末に 8 本のアンテナを実装
しなければならず、実用化のハードルが非常に高い｣
という見方が強い。
　3.5GHz 帯への期待感は、その大きな伸び代にある
といってよい｡ その 1 つが現在放送事業で使われて
いる 80MHz 幅だ｡ 制度上は現在の利用者が 2022 年
11 月まで利用することができるが、新たな利用者が
移行費用を負担する早期移行措置を活用すれば前倒
しも可能になるはずだ。
　もう 1 つが、3600MHz より上の帯域だ。総務省は
4GHz 帯（3600-4200MHz）、4.5GHz 帯（4400-4900MHz）
を第 4 世代移動通信システム、実質的には LTE-
Advanced での利用を可能にする方針を打ち出してお
り、今年 11 月に開催される WRC-15 に世界共通の移
動通信用帯域として提案する。
　これらの帯域が利用できるようになれば、携帯各
社は整備を進めている 3.5GHz 帯小セルネットワーク
の容量を数倍に増やすことができる。都心のターミ
ナル付近での速度低下などの問題は一気に改善され
る可能性が高い｡ 平均スループットの向上により新
たな映像 ･ クラウド系サービスの登場も期待できそ
うだ。

■免許不要帯域の活用も
　最後に来年に向けて策定が進められているリリー
ス 13 の議論を中心に LTE-Advanced の今後の方向性
を見ていくことにしよう。
　方向性の 1 つが、現在の LTE の高速 ･ 大容量化の
延長にあるもので、リリース 12 では、前述の CA の
高度化の他、異なった基地局間の CA を容易にする
技術や無線 LAN を携帯電話ネットワークの一部とし
て利用するための規格などが規格化されている。さ
らに踏み込んだテーマとして挙げられるのがリリー
ス 13 で 議 論 が 始 ま っ た ｢LAA（License Assisted 
Access）｣ だ｡ これは無線 LAN などで使われている

5GHz 付近の免許不要帯域を、LTE-Advanced で利用
できるようにするもの｡ 無線 LAN にトラフィックを
オフロードするのではなく、帯域を直接携帯電話事
業者が使えるようにしようというのだ。
　エリクソンジャパン CTO で標準化動向に詳しい藤
岡雅宣氏は ｢日本独自の 2 つの規定への対応が決まっ
たことで、国内でも導入される可能性が高くなって
きた｣ と見る。LAA は米国などで実用化が図られて
いる。日本では無線帯域を他の用途と共用する条件
が厳しく導入は難しいという見方があったが、リリー
ス 13 でサポートされることでハードルが下がる｡ 導
入にあたっては公衆無線 LAN 事業者との調整が必要
になるはずだ。
　もう 1 つ、3GPP の議論の大きなトレンドとなって
きているのが LTE ではできなかった新たな用途の開
拓を想定した技術が標準されてきていることだ。そ
の 1 つが、端末同士で直接通信を行う ｢D2D｣ であ
る。リリース 12 では公共用途の一斉同報型通信や
端末間でメッセージ通信などが規定されているが、
3GPP ではこれを車車間通信や MTC（Machine Type 
Communication｡  M2M/IoT 向け通信）のアクセス回
線として利用する議論もでてきているという。
　さらに大きなテーマになってきているのが、これ
まで高速化に重きが置かれていた LTE を、低速で多
数の端末が接続される MTC に適合させようとするこ
とだ。リリース 12 では、仕様を簡素化することで低
価格化を図った新端末規格 ｢カテゴリ 0｣ が策定され
ており、これを用いて MTC 向けのソリューションを
開発しようとする動きが出ているという。カテゴリ 0
端末は最大通信速度が 1Mbps に抑えられ、MIMO も
実装されないが、LTE のネットワークでそのまま使
える。
　リリース 13 はさらに踏み込んで、MTC 向けの新
たな LTE 端末規格 ｢カテゴリ M｣ の策定に向けた議
論が始まっている｡ 通信帯域を 1.4MHz 幅とすること
で省電力性を高め電波の浸透度を高めることが想定
されており、端末の送信側の帯域を 200kHz 幅程度に
狭帯域化するプランも出されているという｡ この議
論はボーダフォンが提唱した ｢LTE-M｣ の構想とも
リンクした形で議論が進んでおり、一定の支待を集
めている｡ LTE-M に賛同するファーウェイでは、こ
の規格によって地中に埋めたまま 10 年間電池で稼働
するような製品も実用化されるようになると見る。
　実用化されれば IoT 関連のソリューションの開発
にも影響を与えそうだ。

（出典：テレコミュニケーション july 2015）
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平成27年度本部下半期研修のご案内

　平成 27 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、各研修コースの

研修内容を見直すとともに、各地方本部の希望する開催時期、開催場所等に配意して計画しました。

　また、「無線 LAN 研修」は、26 年度まで東京・大阪・名古屋・静岡で開催してきましたが、他の地方本部に

開催の有無を照会した結果、新たに広島・福岡・仙台でも開催できるように、更なる内容の充実を図っております。

　また、「LAN 実機トレーニング研修」後に実施する「LAN ネットワークプランナーマスター」認定試験に合

格した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

参加率が特に伸びており、すでに、27 年度上期に 3 社の会員企業が「LAN 認定」を受けております。　

　なお、27 年度の上期の実施状況は、項目 2 に示すとおりです。

　平成 27 年度 9 月以降の実施予定は 2 項のとおりとなっており、随時受け付けておりますので、ぜひ多数のお

申込みをお願いいたします。

１．平成27年度本部研修の体系

 1 

平成２７年度本部下半期研修のご案内 

 

平成２７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、各研修コース

の研修内容を見直すとともに、各地方本部の希望する開催時期、開催場所等に配意して計画しました。 

また、「無線ＬＡＮ研修」は、２６年度まで東京・大阪・名古屋・静岡で開催してきましたが、他の地方本部

に開催の有無を照会した結果、新たに広島・福岡・仙台でも開催できるように、更なる内容の充実を図ってお

ります。 

また、「ＬＡＮ実機トレーニング研修」後に実施する「ＬＡＮネットワークプランナーマスター」認定試験に

合格した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」

の参加率が特に伸びており、すでに、２７年度上期に３社の会員企業が「ＬＡＮ認定」を受けております。  

なお、２７年度の上期の実施状況は、項目２に示すとおりです。 

 

  平成２７年度９月以降の実施予定は２項のとおりとなっており、随時受け付けておりますので、ぜひ多数の

お申込みをお願いいたします。 

 

 

 

１．平成２７年度本部研修の体系 

 

一般社団法人情報通信設備協会

平成２７年度 本部研修のご案内

ＬＡＮネットワーク技術者研修
（情報ネットワークプランナー）

◆概要
ネットワーク技術を習得する入門的なコースです。
・イーサネット、ＴＣＰ／ＩＰの基礎技術
・レイヤ２スイッチの構造、動作
・無線ＬＡＮの規格

◆対象者
初級エンジニア、営業
◆認定資格
ネットワークプランナー

無線LＡＮ研修

◆概要
無線ＬＡＮの基礎技術とＷｉ－Ｆｉネットワークによる構築の
基礎を学習します。
・無線ＬＡＮの規格
・チャネル、セキュリティ
・無線ＡＰ設定および端末設定
・マルチＳＳＩＤ

◆対象者
エンジニア、営業
＊「ＬＡＮネットワーク技術者研修」受講同等者

ＬＡＮ実機トレーニング研修
（ネットワークプランナーマスター）

★ＬＡＮ認定取得条件研修★
◆概要
企業や学校、インターネットマンション（ホテル）などの構築をする上で
今や欠かせない機器であるＬＡＮスイッチの基礎を習得します。

◆学習内容
・レイヤ２およびレイヤ３スイッチの構築手法や用途の違い
・ＶＬＡＮの種類と機能
・Ｌ３スイッチルーティング、フィルタリング
・ヤマハルータを用いたルーティングの概念と基礎（新規）
・無線LANの基礎（新規）

◆対象者
ネットワーク構築や機器設定の基礎を習得したい方
＊「ＬＡＮネットワーク技術者研修」受講同等者
（ｐｉｎｇ、ｉｐｃｏｎｆｉｇなどの操作が可能な方）

◆認定資格
ネットワークプランナー・マスター２０１５

平成２７年度に計画している研修は下記の３コースです。
特徴としては、理解度を高めるために多くの実習を取り入れ、体系的なコース展開をしています。なお、推奨される受講順序を

で示しています。日程、開催場所など詳細に関しては各研修の募集案内またはホームページをご覧ください。

ｱﾗｲﾄﾞ
CentertCOM9424

ｼｽｺ
ｃａｔａｌｙｓｔ3560

ﾔﾏﾊ
RT107

ｱﾗｲﾄﾞ8624

ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ無線AP

【実習機材】

【実習機材】
【実習機材】

一般社団法人情報通信設備協会

ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ無線AP

ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ無線AP
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２．平成27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、協会ホームページをご欄下さい。
http://www.itca.or.jp/certification/index.html

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 27 年 4 月  9 日（木）～ 10 日（金） 20 名 （中止） 大　阪 中央電気倶楽部
平成 27 年 6 月 4 日（木）～ 15 日（金） 10 名 8 名 広　島 中特会館
平成 27 年 6 月 11 日（木）～ 12 日（金） 10 名 7 名 福　岡 九州沖通信機株式会社
平成 27 年 6 月 25 日（木）～ 26 日（金） 10 名 （中止） 札　幌 NTT 北海道セミナーセンタ
平成 27 年 7 月 8 日（水）～ 9 日（木） 10 名 11 名 新　潟 新潟市東区所内　東区プラザ
平成 27 年 7 月 23 日（火）～ 24 日（水） 10 名 （中止） 松　山 NTT 西日本－四国愛媛支店　別棟
平成 27 年 8 月 27 日（木）～ 28 日（金） 10 名 （中止） 仙　台 仙台青葉カルチャーセンター
平成 27 年 9 月 3 日（木）～ 4 日（金） 10 名 受付中 金　沢 金沢流通会館
平成 27 年 9 月 10 日（木）～ 11 日（金） 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 27 年 11 月 30 日（月）～ 1 日（火） 20 名 受付中 東　京 U-AXIS ビル（中央区入船）

■ 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 27 年 5 月 27 日（水）～ 28 日（木） 20 名 10 名 大　阪 中央電気倶楽部
平成 27 年 6 月 17 日（水）～ 18 日（木） 20 名 10 名 東　京 情報通信設備協会
平成 27 年 7 月 1 日（水）～ 2 日（木） 10 名 10 名 広　島 中特会館
平成 27 年 7 月 15 日（水）～ 16 日（木） 10 名 6 名 福　岡 九州沖通信機株式会社
平成 27 年 8 月 19 日（水）～ 20 日（木） 10 名 （中止） 松　山 NTT 西日本－四国愛媛支店　別棟
平成 27 年 9 月 16 日（水）～ 17 日（木） 10 名 受付中 札　幌 NTT 北海道セミナーセンタ
平成 27 年 10 月 7 日（水）～ 8 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 10 月 15 日（木）～ 16 日（金） 10 名 受付中 金　沢 金沢流通会館
平成 27 年 10 月 21 日（水）～ 22 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 28 年 1 月 27 日（水）～ 28 日（木） 20 名 受付中 東　京 U-AXIS ビル（中央区入船）

■無線 LAN 研修
開　催　日　程 募集数 参加数 開催地 会　場

平成 27 年 5 月 29 日（金） 10 名 6 名 大　阪 中央電気倶楽部
平成 27 年 6 月 19 日（金） 10 名 （中止） 東　京 情報通信設備協会
平成 27 年 7 月 3 日（金） 10 名 7 名 広　島 中特会館
平成 27 年 7 月 17 日（金） 10 名 6 名 福　岡 九州沖通信機株式会社
平成 27 年 10 月 2 日（金） 10 名 受付中 静　岡 JR 静岡駅ビル＜パルシェ会議室＞
平成 27 年 10 月 9 日（金） 10 名 受付中 仙　台 仙台青葉カルチャーセンター
平成 27 年 10 月 23 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 28 年 1 月 29 日（金） 10 名 受付中 東　京 U-AXIS ビル（中央区入船）

地方本部 問合せ番号 地方本部 問合せ番号
関東 Tel 03-5244-9700 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 011-733-5005

協会本部 Tel 03-5543-2250
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■本講座の概要
　本講座は、2015年5月に開講し、1.1万人が受講登
録した「情報セキュリティ『超』入門」（以下超入門）
の続編（上位版）の講座であり、情報セキュリティを
本格的に学ぶ最初のステップとして、暗号技術、シ
ステム技術から組織マネジメントや法制度まで、幅広
く基礎知識を学ぶことができる講座です。本講座で
は、実社会で問題となるサイバー攻撃の事故事例を取
り上げながら、情報セキュリティの基礎となる諸概
念を整理した後、企業組織において重要な情報セキュ
リティのマネジメントに関する講義と、情報セキュリ
ティを支える技術の講義を平行して展開します。超
入門より講義レベルが一段深くなり、内容も充実しま
した。既に超入門を受講なさった皆さんにも十分に
理解できる内容となっています。
　超入門を未受講の方も、超入門で使われた講義資料
を参照し学習することが可能です。

■募集要項
　募集開始：7月13日
　開校日：10月8日
　講座名：情報セキュリティ初級
　担当講師：情報セキュリティ大学院大学
　　　　　　後藤　厚宏
　　　　　　土井　洋
　　　　　　佐藤　直
　　　　　　大久保　隆夫
　　　　　　湯淺　墾道

■講座内容
　本コースでは、実社会で問題となるサイバー攻撃の
事故事例を取り上げながら、情報セキュリティの基礎
となる諸概念を整理した後、企業組織において重要な
情報セキュリティのマネジメントに関する講義［M］
と、情報セキュリティを支える技術の講義［T］を平行
して開講します。

第１週：情報セキュリティ基礎知識
第２週：［M］情報セキュリティマネジメントのフ

レームワーク
　　　：［T］情報セキュリティを支える暗号技術の

基礎と応用
第３週：［M］情報セキュリティのリスクマネジメン

トとリスクコントロール
　　　：［T］ネットワークを守る認証技術とシステム

技術
第４週：［M］情報セキュリティに関わる法律の基礎

知識
　　　：［T］企業の情報ネットワークのセキュリティ

対策およびソフトウェアのセキュリティ課
題と対策

第５週：Web・データベース・クラウドのセキュリ
ティとCSIRT

※1. Massive Open Online Coursesの略。
　 Web上で誰でも無料で参加可能な、大規模かつオープ
ンな講義を提供し、修了者に対して修了証を発行する教
育サービス。
　2012年より米国を中心として、主要大学および有名教
授によるオープンオンライン講座として公開され、世界
中から2000万人以上が受講している。

新製品・新サービス

１万人が受講した MOOC講座の続編
「情報セキュリティ初級」開講ご案内

NTTナレッジ・スクウェア株式会社は、株式会社 NTTドコモと共同で推進する、一般社団法人日本オープンオ
ンライン教育推進協議会（以下 JMOOC）公認の、日本初の大規模公開オンライン講座（MOOC※1）提供サイト

「gacco（ガッコ）」（http://gacco.org/）において、情報セキュリティ大学院大学による「情報セキュリティ初級」
講座を、2015年10月8日より開講いたしますので、受講者の募集を開始いたします。
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■通常会員

◎　会社名　　株式会社TAS（平成27年7月30日入会）
　　所在地　　福井県敦賀市
　　代表者　　西村　弘
　　TEL　　　0770-24-3510
　　事業内容　プラント部門（運用・保守・各種工事等）
　　　　　　　IT部門（機器販売・ソフト開発・
　　　　　　　ハード保守・各種ネットワーク工事等）
　　URL　 　  http://www.tasnet.co.jp

◎　会社名　　株式会社共成通信（平成27年7月30日入会）
　　所在地　　岡山県岡山市
　　代表者　　永瀬　忠亮
　　TEL　　　086-281-2220
　　事業内容　通信工事の調査・設計・施工・保守
　　URL　 　  http://www.kyousei-t.co.jp/contact.html

◎　会社名　　株式会社大協通信（平成27年8月18日入会）
　　所在地　　鹿児島県鹿児島市
　　代表者　　磯元　良一
　　TEL　　　099-239-8498
　　事業内容　電気通信設備工事業、電気設備工事業
　　URL　 　  http://www.daikyotsushin.co.jp

新会員（平成27年7月1日~平成27年8月31日）
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平成27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28年 1月 24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、
那覇の各地区で行います。

（2）試験会場　　受験票により通知します。

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 10月 1日（木）から11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 10月 1日（木）から10月
20日（火）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、11 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 10月 1日（木）から11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 11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、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とします。

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お取り扱いします。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 で払込みをお
願いします。

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｡）で払込
みをお願いします。

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。

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。

（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。

一般社団法人日本データ通信協会より平成 27 年度第２回電気通信主任技術者試験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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提出期限は、受付締切日までです。
 （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）をご覧ください。

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）を受け持つ下記の各事務所
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（注）
〒 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 2 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　愛媛県松山市味酒 1 丁目 10-2　ゴー
ルドビル味酒 4 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（注）
〒 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

（注）信越支部と九州支部は、平成27年 9月末

廃止、同年10月 1目から信越管内は電気通信国

家試験センターが担当し、九州管内は近畿支部

が担当致します。

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 平成25年2月1日改訂
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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、ご希望の方は下記の「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」（2015 秋版）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2015 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。　（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） 
     
　お申込み先：（一社）情報通信設備協会 関東地方本部　事務局　　TEL 03-5244-9700　　FAX 03-5244-9711  
     

シリーズ 書　　　　名 判 型 頁 ISBN 定　価 斡旋価格

実戦問題
シリーズ

2015秋 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-89797-996-0 2,300 円 2,070 円
2015秋 DD1種実戦問題 A4 判 272 頁 978-4-89797-997-7 2,850 円 2,565 円
2015秋 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-89797-998-4 2,850 円 2,565 円
2015春 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-89797-968-7 2,300 円 2,070 円
2015春 DD1種実戦問題 A4 判 272 頁 978-4-89797-969-4 2,850 円 2,565 円
2015春 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-89797-970-0 2,850 円 2,565 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

AI・DD総合種 標準テキスト B5 判 472 頁 978-4-89797-967-0 3,400 円 3,060 円
DD3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
DD1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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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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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 ㈱ほくつう 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 http://www.iguchi-t.co.jp 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

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8月31日現在で98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
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
0096 ㈲ pcworld 九州 0997-55-0011
0097 クリエイティブリンク㈱ 中国 http://www.creative-link.co.jp 086-903-3040
0098 日本ビジネス機器㈱ 東海 052-503-0528
0099 ㈱ネット・エックス 中国 http://net-x.co.jp/ 082-531-2255
0100 ㈱綜合エンジニアリング 関東 http://soghoeng.co.jp/profile.htm 03-3438-3333
0101 石渡電気㈱ 関東 http://www.idknet.co.jp 03-3271-5151
0102 埼玉アンテナシステム㈱ 関東 http://www.sasc.co.jp/ 048-883-8880
0103 丸登電業㈱ 信越 http://www.maruto.co.jp 0266-23-4833
0104 ㈱カナック・ビジネス・ソリューション 四国 087-813-9003
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平成 27 年 8 月
各　位

一般社団法人 情報通信設備協会
会長　大木　一夫

本部及び関東地方本部事務所移転のお知らせ

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。
さて　このたび本部及び関東地方本部の所在地を下記に移転することと致しましたのでご案内申し上げます。
移転を機に職員一同気持ちを新たに業務に精励する所存でございますので何卒格別のお引き立てを賜りますよう
お願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。

敬具

記
新　住　所
　〒 104-0042
　東京都中央区入船二丁目 9 番 5 号　HK ビル 5 階

電話番号
　電　話（03）- 5543 - 2250 （本部）
　　　　（03）- 5244 - 9700 （関東地方本部）

　F A X（03）- 5244 - 9711 （共通）　

業務開始日
　平成 27 年 9 月 1 日（火）
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東京メトロ 有楽町線　新富町駅徒歩５分
東京メトロ 日比谷線　八丁堀駅徒歩５分
JR京葉線　八丁堀駅徒歩５分

本部及び関東地方本部事務所移転のお知らせ

最寄駅　JR 京葉線・東京メトロ日比谷線
　　　　八丁堀駅 A2 出口 徒歩 5 分
　　　　東京メトロ有楽町線 新富町駅 
　　　　7 番出口 徒歩 5 分
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関東地方本部 〒104-0042
 

東京都中央区入船2-9-5 HKビル5階  TEL 03-5244-9700 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

 

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 〒065-8511
 

札幌市東区北13条東4丁目1番50号 さつでんビル3F TEL 011-733-5005 hokkaido@itca.or.jp

今号のREPORTで、TOA㈱様の
内覧会取材に伺わせていただきまし
た。私たちが暮らしている環境の安
全・安心を守るために遠隔地をネット
ワークで繋ぎ、快適な生活を過ごせる
ように工夫された製品が数多くあり、
参考出展の中には、お客様の意見を
取り入れた新しい視点での製品もあり
ました。新製品を生み出す事は大変
だと思いますが、従来品を改良してい
く事でも付加価値が付き、新製品と同
等の価値がある製品ができると思い
ます。私達も、従来の仕事であっても、
改善、改良を繰り返していき、新たな
方法や価値を見出していく事が大切
だと思いました。今回の取材と原稿に
ご協力をいただきましたTOA㈱の皆
様、ありがとうございました。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　長田修一郎

編集委員
　松山　仁
　山田　恭郎
　渡邊　秀治
　山内　明
　花園　和幸
　飯塚　栄
　坂口　麗子

通信委員
　青海　宏
　大島　貞保
　輪島　弘也
　貫　　耕三
　渡辺　博明
　上原　昇
　阿部　准定
　佐々木勝夫
　笹原　弘志
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東京メトロ 日比谷線　八丁堀駅徒歩５分
JR京葉線　八丁堀駅徒歩５分




