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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

アイホン株式会社  国内営業本部 
本部長　谷口　尚弘

IPネットワーク社会に対応した提案活動を展開

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申しあげ

ます。

また、会員の皆様におかれましては、業界の発展の

ために積極的な活動をされ大きく貢献されましたこと

を心より敬意を表しますとともに深く感謝申しあげま

す。

昨年のわが国の経済は、政府の経済政策の効果を背

景に、企業収益の回復や雇用情勢の改善に伴い個人消

費が持ち直すなど緩やかな景気回復基調にあるものの、

中国の景気減速懸念を発端とした株価の下落など海外

経済の下振れリスクを抱え、景気の先行きは不透明な

状況となりました。

こうした背景の中、弊社といたしましては、これま

でより付加価値の高い戸建住宅向けテレビドアホンや

リニューアル市場に対応した集合住宅向けマンション

用システムの開発を推進してまいりました。また、ケ

ア市場におきましては看護・介護環境の更なる改善に

つながる高齢者向け集合住宅システムやナースコール

システムの提案活動を推進してまいりました。

　これもひとえに皆様のご支援のお陰と深く感謝申し

あげます。

二〇一六年を迎え弊社といたしましては、戸建住

宅向けのテレビドアホンといたしまして、タッチセ

ンサー式ワイヤレステレビドアホン「ROCO（ロコ）

タッチポータブル」やお手持ちのスマートフォンやタ

ブレット端末で来客対応が可能な ｢ROCO（ロコ）ワ

イドスマホ｣ を、また、集合住宅向けには、映像を自

動でスクロールし隅々まで訪問者を確認できる集合住

宅用システム ｢VIXUS1Pr（ヴィクサスワンペア）｣ を

積極的に販売してまいります。一方、病院・施設向け

におきましては、院内の ICT 化を活用し、ベッドまわ

りの安全対策や院内情報システムとの連動等、院内セ

キュリティ対策のニーズにお応えした IP ネットワー

ク対応ナースコールシステム「Vi-nurse（ビーナース）」

の積極的な提案活動を展開してまいります。

また、業務向けにつきましては、IP ネットワークを

活用しサーバーレスで最大 500 端末までの接続が可能

で距離や接続台数に左右されない自由なシステム構築

を可能にした「IX システム」の提案活動を行ってまい

ります。

このように、これからのネットワーク社会に対応し

た新たな提案活動を、積極的に推進してまいります。

また、インターホンのリニューアル市場におきまし

ては、インターホン工業会として「インターホン更新

の目安」を作成し、お客様に安心してインターホンを

使っていただくための活動に力を入れております。一

般家庭用は十年、集合住宅用は十五年、病院・高齢者

施設用は十二年を推奨することでリニューアルの促進

を図ってまいります。

最後になりますが、弊社といたしましてはお客様の

様々なニーズに応えるべく今まで以上に新製品の開発

と積極的な営業活動を展開してまいります。また技術

開発力の強化、品質の向上はもとより、サービス体制

の充実を推進し皆様のお役に立てるよう、より一層努

力してまいる所存でございます。

今後ともより一層のご指導、ご鞭撻のほどよろしく

お願い申しあげます。
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地方本部だより

中国地方本部・九州地方本部合同台湾視察研修
 ～台北における Wi-Fiシティ視察研修模様～

一般社団法人 情報通信設備協会 中国地方本部
　一般社団法人 情報通信設備協会 九州地方本部

■視察研修目的
今や、海外旅行に欠かせないスマートフォンやタ

ブレット、これからの電子機器はインターネットに
接続すると最強の海外旅行のアシスタントになりま
す。そこで海外旅行に欠かせないのがインターネッ
トに接続できる環境です。さらに通信料が無料なら
ばより旅行を楽しめる事ができます。

今年度は、そんな夢のような無線サービスが充実
している、日本人観光客にも人気の高い、世界一の

「Wi-Fi 都市」台湾を研修の場に選びました。

 

■日本の現状
日本は海外と比較すると、Wi-Fi スポット（無料、

有料を含め）の数が少なく、日本は Wi-Fi の後進国
とも言われており、外国人旅行者が日本に来ると
Wi-Fi スポットが少なく不満を抱くほどです。

ここでは外国と日本の Wi-Fi 事情に関してご紹介
します。

日本では携帯キャリア 3 社が Wi-Fi スポットを普
及させてきました。

これはスマートフォンによるデ―タ量が急増し、
携帯会社のネットワーク設備が耐えられなくなって
きたため、救済措置として Wi-Fi を利用し、固定の
ネットワークにデータを逃がすことで、携帯のネッ
トワークの負荷を下げる事を目的としています。

これは業界用語で「データオフロード」と呼ばれ
ています。

日本では駅やコンビニ、マクドナルド、スターバッ
クスなどで利用できることから、決して Wi-Fi スポッ
トは少なくない印象もありますが日本は外国と比較
すれば少ないのが現状です。

台北101から望む市内

中国地方本部と九州地方本部の有志よる Wi-Fiシティ視察研修のため、平成27年11月22日（日）～24日（火）2
泊3日の日程で台北を訪問しました。その模様をご紹介させていただきます。
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■台北 Wi-Fi 事情
台北はインターネットにアクセスしやすい環境が

整っています。
多くのホテルでは無線 LAN が備えてありますし、

有線 LAN のケーブルもあります。さらに台北では
街中で使える無料 Wi-Fi 環境があります。

台北のホテルに到着しチェック IN した時に、
Wi-Fi の ID とパスワードが登録されたルームカー
ドを渡されます。部屋に入り登録された ID とパス
ワードをスマートフォンに登録すと、Wi-Fi 経由で
インターネットに接続できます。日本で使用してい
る Wi-Fi 環境よりインターネット接続が速く感じま
す。ロビー等で使用する時はセキュリティーのため、
公衆用の Wi-Fi に接続されます。

■台湾 Wi-Fi 企業「4ipnet 社」訪問
今回、台北で訪問した企業は NTT アドバンステ

クノロジ社から紹介いただいた台北の Wi-Fi 企業の
4ipnet 社です。

4ipnet 社は台北市のビジネス街にある会社で、設
立は 2002 年 5 月 20 日で社員数は約 70 名、平均年齢
35 歳と若い人が多い会社です。

事業内容はセキュア無線 LAN コントローラおよ
びエンタープライズグレードアクセスポイントの開

発・販売とオールインソリューションで Wi-Fi 環境
を構築されています。
　日本では NTT アドバンステクノロジ株式会社が
一次代理店として取り組んでおられます。

日本での主な Wi-Fi 構築はネットワークソリュー
ションで提案された、学校、自治体、宿泊施設、多
拠点店舗、その他医療、オフィス等に数多く Wi-Fi
環境を構築されています。

 

■日本における Wi-Fi 環境の課題
　近年、出荷台数がほぼ横這いとなってきているパ
ソコンに比べ、スマートフォン・ダブレットは今後
も 2 割以上の増加が予測され、活用の場を広げる為
にも Wi-Fi 環境整備は急がれます。

これから、日本では 2020 年東京オリピックが開催
され、多くの外国の方が観戦に来られます。

そして、観戦に来られた外国の方は全国各地の観
光スポットに行かれ、スマートフォンを使用される
ことと思います。そのためには外国の方に満足して
いただけるよう、積極的に各地方で Wi-Fi スポット
環境の構築が急務であります。

■今回の視察研修にあたり、お世話になりました皆
様に厚く御礼申し上げます。

○ NTT アドバンステクノロジ株式会社
　ネットワークシステム事業本部

システム開発ビジネスユニットインテグレーショ
ンチーム　

　　担当部長　　中里　光弘　様
○ 4ipnet 社
　　社　　長　　林　　志炫　様　
　　副 社 長　　林　　大煜　様　
　　執行役員　　許　　登秦　様
　　通　　訳　　羅　　又綺　様
○株式会社日本旅行
　　課　　長　　木原　秦順　様

台湾国立故宮博物院

プレゼンテーション模様

4ipnet社製品群
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業界ニュース　12月 

OKI が国内 No.1 シェアを誇る IP コンタクセンターシステム「CtstageⓇシリーズ」の導入企業を対象とした「Ctstage ユーザー
会」を 2015 年 12 月 24 日設立した。「Ctstage シリーズ」の商品・サービスの導入企業同士による相互交流を通じ、コンタク
トセンターの業務改革に貢献するとともに、導入企業の声を IT プラットフォームである「Ctstage シリーズ」に取り込むこ
とにより、コンタクトセンター市場のよりいっそうの拡大を目指す。

OKIがコンタクトセンターシステムの「CTstageⓇユーザー会」を設立

NTT ソフトウェア㈱は、従来のパソコン利用を前提としたレガシーな IT システムを改修することなく、新しいワークス
タイルに合わせた使い勝手を実現するエンタープライズ向けマイグレーション・サービス「IT Fromage（アイティフロマー
ジュ）」を提供開始した。スマートデバイス（スマートフォンやタブレット端末など）に最適化した画面と操作性を短期間・
低コストで実現し、さらに、複数ある IT システムの情報を 1 画面に統合することで、業務効率を改善することもできる。ま
た、スマートデバイスを用いて社外で業務を行う場合、紛失・盗難による情報漏えいリスクがあるが、業務情報をスマート
デバイスに保存しない機能を持つ製品 ProgOffice Enterprise などと組み合わせることで、安全にサービスが利用できる。

NTTソフトウェアが10年前の社内システムがスマホ上に蘇える！現在お使いの ITシステムはそのま
まに使い勝手を向上する「IT Fromage」を提供開始

2015 年 1 月から 7 月まで、地域活性化を図るための ICT 投資を一層促進させるため、その具体策を検討することを目的と
して、総務副大臣が主宰する「クラウド等を活用した地域 ICT 投資の促進に関する検討会」（座長：村井純　慶應義塾大学環
境情報学部長）を開催した。7 月に取りまとめられた報告書において、地域の小・中規模事業者に対し、「電話と FAX によ
るビジネス」から「クラウドサービスによるビジネス」への転換を促し、生産性・収益性の向上を実現するとともに地域の
活性化を図ることを目的として、クラウドサービス等の ICT 利活用の普及啓発を促進するのに必要な推進体制を整備するこ
とが提言され、この趣旨に賛同する民間企業 8 社により、「一般社団法人クラウド活用・地域 ICT 投資促進協議会」が設立さ
れ 2015 年 12 月 11 日に設立社員総会が開催された。

総務省が報道発表　～「一般社団法人クラウド活用・地域ＩＣＴ投資促進協議会」の設立～

KDDI、沖縄セルラーは、世界初、ハンドソープで洗えるスマートフォン「DIGNO rafre（ラフレ）」を 2015 年 12 月 11 日
より発売した。本製品は、従来の防水機能を強化し、ハンドソープで洗うことが可能で、キッチンでスマートフォンを使っ
てレシピを見る方や、身の回りの物をキレイに保ちたい、小さいお子さまがいるご家庭などでも安心してご利用いただける。
また、温水防水対応なので、お風呂場でお湯がかかっても利用可能である。さらに、画面が濡れていても操作可能なタッチ
パネルディスプレイを搭載しているため、インターネットをしながら、動画をゆっくりと視聴しながらなど、バスタイムを
スマートフォンとともに有意義に過ごすことができる。ディスプレイ部には高い強度を誇る「Dragontrail（R）X」を採用す
るなど、充実の耐久性能も備え、日々の生活で生じるダメージから、ウィンタースポーツなど屋外での利用まで幅広いシー
ンで可能である。また背面にはスクラッチヒーリング加工を施しており、日常生活で生じる浅い傷が自然に回復する。

KDDIがスマホに「キレイ」という新しい価値を！世界初、ハンドソープで洗えるスマートフォン
「DIGNO rafre（ラフレ）」が登場

㈱日立システムズは、Web 業務システム、表計算ソフトのデータなどを活用して行われる定型業務の自動化を支援する「定型
業務自動化支援サービス」を販売開始する。本サービスは、ビズロボジャパン㈱の業務自動化ツールを活用できる環境を日立シ
ステムズが構築・提供するサービスである。本サービスを活用することで定型業務を容易に自動化でき、「定型業務からの解放」

「業務工数削減」「業務品質向上」などを実現できる。専有型とクラウド（共有）型の 2 種類提供形態を用意している。また自動
化に向けた業務見直しを検討の際に、システム改修や新規導入を併せて希望されるお客様にも、一括対応可能である。これにより、
最も費用対効果が高い業務の自動化、効率化の方法を検討・選択し、システム全体の中長期的な改善計画を策定できる。

日立システムズが「定型業務自動化支援サービス」を販売開始

㈱ NTT ドコモは、日本システムウエア㈱が提供する「Toami（トアミ）」を活用した新たな IoT クラウドサービス「Toami for 
DOCOMO」全国の法人のお客様に販売開始した。本サービスは、IoT 機器の稼働情報等の管理を必要とする法人のお客様向け
に、豊富なメニューからお客様の用途にあったメニューを利用して、クラウド上に簡易にシステムを構築することができる。また、
管理に必要な機能はお客様が管理画面で設定をするだけで利用できる。これまでお客様に行っていただく必要があったメニュー
や機能の初期開発が不要となり、IoT 導入に関わる開発期間の短縮やコストの削減が実現でき、手軽に運用・導入が可能となる。

NTTドコモが法人向け IoTクラウドサービス「Toami for DOCOMO」を販売開始
～通信機能を搭載した機器の状態をより簡易に管理可能に～



5

NTT コミュニケーションズ㈱と SOINN ㈱は、AI が家計の状況を分析し、自分と似たユーザーの支出状況と比較するこ
とで、節約できそうなポイントをアドバイスしてくれる「節約アシスト」機能の開発を始める。さらに、AI の提案に対する
ユーザーの反応に基づいて、ユーザーごとの価値観も反映できるように発展させていく予定。本機能は、NTT コミュニケー
ションズが 2015 年 12 月 17 日から提供開始したオンライン家計簿サービス「kakeibon（カケイボエヌ）」のアプリ版において、
2016 年 6 月から提供予定。

NTTコミュニケーションズと SOINNは AI（人工知能）が家計を分析し、節約できるポイントを教えて
くれる「節約アシスト」機能を開発

ソフトバンク㈱は、音声を文字に変換することで、聴覚に障がいのある方と健聴者との円滑なコミュニケーションを支援
するアプリケーション「こえ文字トーク」を APP Store および Google Play で提供開始した。本アプリケーションは、聴覚
に障がいのある方と健聴者の二者間コミュニケーションをサポートする「1 対 1 でトーク」機能のほか、複数のスマートフォ
ンで会話内容を文字で共有し、聴覚に障がいのある方を含む最大 8 人でのコミュニケーションをサポートする「グループで
トーク」機能を備えている。また、文字入力やあらかじめ登録されているシーン別の定型文を選択して画面に表示することで、
複数人でのコミュニケーションでも簡単に意志を伝えることが可能である。さらに、周囲の音を高音、中音、低音の 3 つの
音域ごとに調整して増幅する機能も搭載している。

ソフトバンクが音声を文字に変換して会話ができるアプリケーション「こえ文字トーク」を提供開始
～聴覚に障がいのある方と健聴者との円滑なコミュニケーションを支援～

NEC は、人工知能（AI）技術を活用し、社会インフラや企業システム等に対する未知のサイバー攻撃を自動検知する「自
己学習型システム異常検知技術」を開発した。本技術では、PC やサーバなどシステム全体の複雑な動作状態（プログラムの
起動、ファイルへのアクセス、通信など）から定常状態から外れた場合の検知が可能である。また、システム管理ツールや
SDN などを活用することで、該当箇所のみをネットワークから自動で隔離できる。システム動作の詳細な把握により、従来
の人手による作業に比べ、1/10 以下の時間で被害範囲の特定が可能となり、システム全体を止めることなく被害範囲の拡大
を最小限に抑える高精度な異常検知と防御を実現する。

NECが AI（人工知能）を活用し未知のサイバー攻撃を自動検知する「自己学習型システム異常検知技
術」を開発

富士通㈱は、消費者のライフスタイルや嗜好を捉え、マーケティング高度化を実現する消費者嗜好分析ソリューションを
提供開始した。本ソリューションは、富士通が開発した商品属性を自動で付与する技術により、例えば食品では「手料理」「健
康志向」といった商品の特長や訴求ポイントとなる商品属性をタグとして商品情報に付与し、購入した消費者の情報などと
組み合わせて分析・可視化した分析レポーティングを提供する。お客様が所有するデータに加え、ニーズにより SNS などの
外部データを組み合わせた分析も可能である。これにより、お客様は購入要因となる消費者のライフスタイルや嗜好について、
より実態に沿ったきめ細かい情報が取得できるとともに、分析レポーティングを活用することで、ターゲットのニーズに合
わせた効果的なマーケティング活動や新商品の企画・開発などが可能となる。

富士通がマーケティングを高度化する消費者嗜好分析ソリューションを提供開始
～個々の消費者のライフスタイルや嗜好を捉えた、効率的なマーケティング活動を支援～

DJI JAPAN ㈱は、万一の事故に備える「ドローン賠償責任保険」を三井住友海上火災保険㈱と提携して 2015 年 12 月 24
日より発売開始した。（取扱代理店：エアロエントリー㈱）現在、DJI の Phantom3 シリーズと Matrice100 には、施設所有

（管理者）賠償責任保険案内が同梱され、購入後の登録手続きをしたユーザーに 1 年間の損害賠償責任を無償で補償している。
今回新たに開始するドローン賠償責任保険は、これまでの保険を補完するもので、操作ミスなどによる物理的な損害（第三
者への他人／対物）や、撮影によるプライバシー侵害などによって被った人格権損害賠償責任を補償する。また、2015 年 12
月 10 日に航空改正法が施行され、無人航空機の飛行ルールが新たに導入されたことを受け、人口集中地区などを追加した事
前の飛行許可が必要とされる飛行エリアのマップをウェブサイトで公開した。

DJI JAPANがユーザー向けドローン賠償責任保険と飛行許可が必要なエリアマップの提供開始

㈱キングジムは、“ 使いやすさ ” と “ 携帯性 ” を両立した、これまでにない新しい発想のモバイル PC「ポータブック」
XMC10 を開発し 2016 年 2 月 12 日より発売した。本製品は、Windows 10 を搭載し、“ 使いやすさ ” と “ 携帯性 ” を両立した
モバイル PC であり、キーボードは 2 つにたためる新発想の「スライドアーク キーボード」を採用。持ち運び時には A5 サ
イズの手帳とほぼ同じコンパクトなサイズになり、使用時には大きく開いてフルキーボードで快適に文字入力ができる。また、
約 830g と軽量なボディに HDMI 端子や VGA 端子、USB ポートや SD メモリーカードスロットなど、仕事で必要な端子類を
フルサイズで搭載している。同梱の AC アダプタに HDMI 端子や VGA 端子、USB ポートや SD メモリーカードスロットなど、
仕事で必要な端子類をフルサイズで搭載している。同梱のACアダプタに加えて、タブレット用モバイルバッテイリー（5V/2A）
からも充電可能なため、外出先でも安心して使用できる

キングジムが “使いやすさ”と“携帯性 ”を両立した新発想のたためるPC「ポータブック」XMC10を発売
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セイコーエプソン㈱は、インクジェットプリンターの新商品として、本体側面に大容量インクタンクを装着した「エコタンク
搭載プリンター」3 機種を新たに国内へ投入する。新商品は、これまでのインクジェットプリンターとは異なるコンセプトで、2
年分※の大容量インクを同梱し、インクの追加購入と交換の手間を軽減でき、圧倒的な低プリントコストを実現した商品である。
さらに、同梱インクを使いきった後は、追加のインクボトルをご購入いただくことで、カラー約 0.8 円（税別）／モノクロ約 0.4
円（税別）と圧倒的な低コストでプリントが可能である。※詳細データは HP を参照。

エプソンが約１１,３００ページ、２年分のインクで、気兼ねなくプリントできるエコタンク搭載プリンター
３機種を国内新規投入

NTT ソフトウェア㈱は、ホームページ上での問い合わせ対応や製品サポート・販売促進などの顧客対応を実現するチャッ
トサポートシステム「Remote Attend（リモートアテンド）」を発売した。EC サイト※あれば、これまでの電話対応ではなかっ
たような小さな質問に対しても瞬時に回答できるため、顧客の満足度を向上させることが期待される。また、オペレータを抱
えるコンタクトセンター運営企業にとっては、電話サポートと比較しオペレータが一度に複数の対応ができる点でコスト削
減が見込める。さらに電話対応と違い、発声を鍛えるなどのオペレータ教育が軽減できるメリットがある。表情伝達機能では、
やりとりに応じたオペレータの表情イラストを、顧客のチャット画面に表示し、文字だけでは伝わりにくいニュアンスを表現
し、顧客の理解度や共感度を高めながらサポートすることができる。※インターネット上で商品を販売する WEB サイト

NTTソフトウェアがオムニチャンネルコンタクトセンターを実現する純国産チャットサポートシステム
「Remote Attend」を新発売

グンゼ㈱は、NEC の技術協力により、着るだけで姿勢、消費カロリー（活動量）、心拍などの生体情報を計測でき、肌着とし
て日常的に着用できる衣料型ウェアラブルシステムを開発した。この衣料型ウェアラブルシステムは、グンゼのニット（編み）
技術で導電性繊維をインナーに加工し、姿勢センサーや配線として活用している。本システムは、活動量センサーや通信機能を
備えたNECの柔軟・小型・薄型のウェアラブル端末を活用し、安全かつ快適な着用感が得られる。取得した各種情報はスマートフォ
ンなどを経由してクラウド上で管理する。これにより、姿勢・ゆがみ・癖など身体の状態を見える化、姿勢改善や肩こり予防に
役立つアドバイスの提供、利用者間の比較や傾向分析など、美容・健康に関する付加価値の高いサービス提供を実現する。

グンゼが NECの IoT技術協力で着るだけで生体情報の計測が可能な衣料型ウェアラブルシステムを開発

スペクトラム・テクノロジー㈱は、「無線 LAN のアクセスポイントの見える化（トラヒック診断サービス）」の提供を開始し
た。本サービスは、企業内に設置している無線アクセスポイント（以下無線 AP）のトラヒック診断により、無線 AP の混雑状
況、接続している端末の状況を診断し、無線 AP の増設が必要か、不正アクセス端末の有無を調査し、報告する。これまで、無
線 LAN が遅い、情報漏えいしているのではと、原因の特定が難しかったトラブルを即座に解消できる。また、無線 LAN の電波
見える化（電波診断サービス）、セキュリティの見える化（セキュリティ診断サービス）と合わせて見える化サービス三部作が完
成し、無線 LAN の全てのトラブルに対応可能となり、どのベンダにも対応できる見える化サービス三部作は業界で初めてになる。

スペクトラム・テクノロジーが「無線 LANのアクセスポイントの見える化」提供開始

セコム㈱は重要施設等に侵入したドローンを検知する新システム「セコム・ドローン検知システム」を販売開始した。本シ
ステムは、複数の検知方法で 24 時間 365 日切れ目なく、侵入したドローンの迅速かつ正確な検知を実現する。カメラ等を搭
載可能な一般的に普及しているドローンが、監視対象の半径 100 メートル以内の距離に接近してきた際、レーダーで自動的に
検知して侵入と判断し、監視卓に飛行物体の方向と距離を表示。同時に、3D 指向性マイクがレーダーで検知した方向の音を
集音するとともに、レーダーに連動した近赤外照明付高速パンチルトズームカメラが飛行物体を自動で追跡し、ライブ映像を
監視卓に表示する。監視者やレーダー検知、音、カメラ画像により、より早く正確にドローンの飛来を知ることができる。

セコムが「セコム・ドローン検知システム」を発売 ～早期の侵入検知で迅速な対応を支援～

㈱カカクコムが運営する購買支援サイト「価格.com」は、提供中の「価格.Com 電気料金比較」をリニューアルし、「電力
小売りの全面自由化」に対応した電気料金プランの比較サービスを開始した。現在の電気の使用状況や生活スタイルなど、
簡単な質問に答えるだけでプランを手軽に比較検索でき、そのまま事業者の公式サイトに移動して、ワンストップで申し込
みも可能。サービス特長：①簡単な質問に答えてシュミレーションし最適なプランを検索 ②小売電気事業者・料金プランの
詳細情報を提供、公式サイトの申込ページにも移動可能 ③電力自由化ニュース、電気代節約術、家電製品の電気代チェッカー
など豊富なコンテンツを提供　

価格.comが「価格.com 電気料金比較」、電力自由化に対応したプラン比較を開始
～簡単な質問に答えるだけで、最適なプラン検索から申し込みまで Webで完結～
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NTT 東日本は、フレッツ光を利用の個人のお客様向けに、安心機器補償サービス「なおせ～る」を提供開始した。本サービスは、
フレッツ光に接続されたパソコンやタブレット、テレビ、その他ネットワーク機器を有した周辺機器が故障・破損等により使
用できなくなった場合、修理もしくは補償対象機器と同種の機器をお客様に選択していただき提供する機器補償サービスであ
る。ご契約のフレッツ光に接続している機器であれば、既にご利用中の機器も本サービスの対象※ 1 となり、事前の機器登録も
不要である。また、各プランにおける台数の制限はない。自然故障※ 2 のほか、お客様の過失（落下・衝突・水濡れ等）や落雷
による故障・破損等も補償する。「リモートサポートサービス」をご契約のお客様には、本サービスの「パソコン・タブレット
プラン」の月額利用料金を通常より 100 円割引した 400 円（税抜）で提供する。※ 1.2 詳細は NTT 東日本 HP を参照。

ＮＴＴ東日本が安心機器補償サービス「なおせ～る」の提供開始 
～フレッツ光につながる機器の故障や破損を安心保障～

NEC プラットフォームズ㈱は、Wi-Fi 最新規格 IEEE802.11ac において、2 本のアンテナを利用する 2 ストリームへの対応
により、5GHz 帯で最大 867Mbps の高速通信が可能な Wi-Fi ホームルータ「Aterm　WF1200HP2」を発売した。新商品は、
近年、販売の主流となっている 11ac・2 ストリーム対応の Wi-Fi ホームルータで、「こども安心ネットタイマー」機能を搭載
している。本機能は、子供のネット対応ゲームやスマートフォンがWi-Fiに接続可能なスケジュールを設定できる。これにより、
家族のルールの中で安心のインターネット利用環境を実現し、2014 年 5 月発売の商品に適用以降、好評を得ている。その結果、
2015 年 12 月に（公社）日本 PTA 全国協議会の推薦を受けた。

NECプラットフォームズが安心機能を強化した11ac対応 Wi-Fiホームルータを発売
～日本 PTA全国協議会推薦「こども安心ネットタイマー」で家族に安心とルールを提供～

㈱日本レジストリーサービス、北海道総合通信網㈱、東北インテリジェント通信、北陸通信ネットワーク㈱、㈱ケイ・オプティ
コム、㈱ STNet、九州通信ネットワーク㈱、沖通信ネットワーク㈱は、大規模災害時のインターネット継続利用等に関する
実証研究を 2016 年 2 月から順次共同で行う。インターネットの接続に欠かせない、ドメイン名を IP アドレスに変換する役
割であるトップレベルドメイン（TLD）のドメインネームシステム（DNS）が大規模災害の発生などにより利用できなくなっ
た場合、Web サイトの閲覧やメール送受信など、インターネット上の各種サービスが利用できなくなる。本実証研究は、こ
のような大規模災害の発生などにより、インターネット上の各種サービスを提供する事業者のネットワーク外に設置された
TLD の DNS が利用できなくなった場合においても、JPRS が管理する TLD「.jprs」の DNS サーバーを参加事業者のネットワー
ク内に設置することで、インターネット上の各種サービスが継続的に利用できることを評価するものである。

電力系通信事業者8社による共同研究の実施～大規模災害時のインターネット継続利用実証研究～

ソニーは、好きな映画や動画、静止画などを、家のさまざまな場所に投写して楽しめるポータブル超短焦点プロジェクター
「LSPX-P1」を発売した。本商品は、空間そのものを活用して新しい体験を創出するコンセプト「Life Space UX」の商品群のひ
とつで、リビングルームや寝室の壁に、お気に入りの映像を投写したり、スマートフォンに入った写真をテーブルに表示して
家族や友人と囲んで楽しむなど、生活の中に新しい映像と音の楽しみ方を提案する。ソニー独自開発の小型の超短焦点レンズ
や光学モジュールにより、壁際に置くだけで、さまざまな映像コンテンツを、22 インチから最大 80 インチまでの大きさで投写
することができる。片手で簡単に持ち運べる本体幅約8センチの小型サイズに、バッテリーとスピーカーを内蔵。シンプルですっ
きりとしたデザインで、生活空間に溶け込む。

ソニーが超短焦点レンズを採用し、場所をとらずに、壁やテーブル面などに映像を映し出せるポータブル
超短焦点プロジェクターを発売～家の中のさまざまな場所に投写することで、好きな空間を作り出せる～

東芝情報システム㈱と三菱スペース・ソフトウェア㈱とデジタルアーツ㈱は、社員のパソコンに保存されているマイナンバー
や個人情報、設計図面などの重要・機密情報ファイルを見つけ出し、自動で暗号化するソリューション「Secure Protection（セ
キュアプロテクション）」を販売開始した。本ソリューションは、あらかじめ指定したルールで社員のパソコンを定期的に探索し、
重要・機密情報ファイルを発見すると閲覧制限（閲覧者や閲覧期間、回数、印刷可否）を付与して重要・機密情報ファイルを
自動的に暗号化する。暗号化した重要・機密情報ファイルは、リアルタイムでファイルへのアクセス・操作ログを確認できる。
万が一、ファイルが流出した場合でも「あとから消す」仕組みにより、ファイルの中の情報が漏えいすることを防止する。探索・
暗号化した重要・機密情報ファイルの閲覧制限は管理サーバー上で一元管理され閲覧制限の変更が可能である。

東芝情報システム、三菱スペース・ソフトウェア、デジタルアーツが重要・機密ファイルを自動で探して守る、
追跡して削除する先進的な情報漏えい対策ソリューションを販売開始

IDC Japan ㈱は、国内 IT 市場の 2015 年～ 2019 年の地域別予測を発表した。2015 年の国内 IT 市場は、円安が大都市圏とそ
れ以外の地域での格差を量的、質的両側面において広げている。円安の進展により、2015 年は、東京を中心とした首都圏、名
古屋、大阪、福岡などの大都市圏の多く立地する輸出比率の高い大企業の業績がプラスとなり IT 投資が増える一方、それ以
外の地域では、原材料費の高騰により業績が圧迫されている企業が多く、IT 支出をほぼ止めてしまっている中小企業も出てい
る。大都市圏以外の地域では、第 3 のプラットフォームを活用した戦略的 IT 投資が増えず、格差の拡大が懸念される。地方
創生のための IT など、公的資金を活用した積極的な取り組みが期待される。

IDCJapanが国内 IT市場　地域別予測を発表
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経済産業省は、独立行政法人情報処理推進機構とともに、「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」を策定し
ました。これに基づき、経営者のリーダーシップの下でサイバーセキュリティ対策が推進されることを期待して
います。本特集では「サイバーセキュリティ経営ガイドラインの３原則」「サイバーセキュリティ経営の重要 10
項目」「サイバーセキュリティ経営チェックシート」を掲載しましたので、是非ご活用ください。また、詳細は
経済産業省ホームページをご覧ください。

特集

経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構が
「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」を策定
～経営者のリーダーシップの下でサイバーセキュリティ対策の推進を期待～

■策定の背景
様々なビジネスの現場において、IT の利活用は企業

の収益性向上に不可欠なものとなっている一方で、企業
が保有する顧客の個人情報や重要な技術情報等を狙う
サイバー攻撃は増加傾向にあり、その手口は巧妙化して
います。
　そこで、企業戦略として、IT に対する投資やセキュ
リティに対する投資等をどの程度行うかなど、経営者に
よる判断が必要となってきます。

■サイバーセキュリティ経営ガイドラインの概要
　経済産業省では、独立行政法人情報処理推進機構

（IPA）とともに、大企業及び中小企業（小規模事業者
除く）のうち、IT に関するシステムやサービス等を供
給する企業及び経営戦略上 IT の利活用が不可欠である
企業の経営者を対象に、経営者のリーダーシップの下
で、サイバーセキュリティ対策を推進するため、「サイ
バーセキュリティ経営ガイドライン」を策定しました。
　サイバー攻撃から企業を守る観点で、経営者が認識す
る必要のある「3 原則」、及び経営者が情報セキュリティ
対策を実施する上での責任者となる担当幹部（CISO 等）
に指示すべき「重要項目 10 項目」をまとめています。

■サイバーセキュリティ経営の３原則
１．経営者は、IT 活用を推進する中で、サイバーセ

キュリティリスクを認識し、リーダーシップによっ
て対策を進めることが必要

２．自社は勿論のこと、系列企業やサプライチェー
ンのビジネスパートナー、IT システム管理の委託
先を含めたセキュリティ対策が必要

３．平時及び緊急時のいずれにおいても、サイバー
セキュリティリスクや対策、対応に係る情報の開
示など、関係者との適切なコミュニケーションが
必要

■サイバーセキュリティ経営の重要 10 項目
　経営者は、CISO 等に対して、以下の 10 項目を指示し、
着実に実施させることが必要である。
　１．リーダーシップの表明と体制の構築

（1）サイバーセキュリティリスクの認識、組織全
体での対応の策定

（2）サイバーセキュリティリスク管理体制の構築

２．サイバーセキュリティリスク管理の枠組み決定
（3）サイバーセキュリティリスクの把握と実現する

セキュリティレベルを踏まえた目標と計画の策定
（4）サイバーセキュリティ対策フレームワーク構

築（PDCA）と対策の開示
（5）系列企業や、サプライチェーンのビジネスパー

トナーを含めたサイバーセキュリティ対策の実
施及び状況把握

　３．リスクを踏まえた攻撃を防ぐための事前対策
（6）サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、

人材等）確保
（7）IT システム管理の外部委託範囲の特定と当該

委託先のサイバーセキュリティ確保
（8）情報共有活動への参加を通じた攻撃情報の入

手とその有効活用のための環境整備

　４．サイバー攻撃を受けた場合に備えた準備
（9）緊急時の対応体制（緊急連絡先や初動対応マ

ニュアル、CSIRT）の整備、定期的かつ実践的
な演習の実施

（10）被害発覚後の通知先や開示が必要な情報の把
握、経営者による説明のための準備

■お問い合わせ先
商務情報政策局情報セキュリティ政策室
TEL : 03-3501-1511
HP：http://www.meti.go.jp/press/2015/12/2015122800

2/20151228002.html
（出典：経済産業省HP　サイバーセキュリティ経営ガイドライン）
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１ サイバーセキュリティリスクの認識、組織全体での対応の策定
□ 経営者がサイバーセキュリティのリスクを経営リスクの 1 つとして認識している

□ 経営者が、組織全体でのサイバーセキュリティリスクに対する対応方針（セキュリティポリシー）を策定し、宣
言している

２ サイバーセキュリティリスク管理体制の構築

□ 組織の対応方針（セキュリティポリシー）に基づき、CISO 等からなるサイバーセキュリティリスク管理体制が
構築されている

□ サイバーセキュリティリスク管理体制において、各関係者の責任が明確になっている
□ 組織内のリスク管理体制とサイバーセキュリティリスク管理体制の関係を明確に規定している
３ サイバーセキュリティリスクの把握と実現するセキュリティレベルを踏まえた目標と計画の策定
□ 守るべき資産を特定している
□ 特定した守るべき資産に対するサイバー攻撃の脅威を識別し、経営戦略を踏まえたリスクとして把握している
□ サイバーセキュリティリスクが事業にいかなる影響があるかを推定している
□ サイバーセキュリティリスクの影響の度合いに従って、低減、回避のための目標や計画を策定している

□ サイバーセキュリティリスクの影響の度合いに従って対策を取らないと判断したものを受容または残留リスクと
して識別している

□ 残留リスクの移転策（サイバー保険の活用や守るべき資産について専門企業への委託等）を実施している
４ サイバーセキュリティ対策フレームワーク構築（PDCA）と対策の開示
□ 経営者が定期的に、サイバーセキュリティ対策状況の報告を受け、把握している
□ サイバーセキュリティにかかる外部監査を実施している
□ サイバーセキュリティリスクや脅威を適時見直し、環境変化に応じた取組体制（PDCA）を整備・維持している
□ サイバーセキュリティリスクや取組状況を外部に公開している
５ 系列企業や、サプライチェーンのビジネスパートナーを含めたサイバーセキュリティ対策の実施及び状況把握

□ 系列企業や、サプライチェーンのビジネスパートナーのセキュリティ対策状況（監査を含む）の報告を受け、把
握している

６ サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、人材等）確保

□ 必要なサイバーセキュリティ対策を明確にし、経営会議などで対策の内容に見合った適切な費用かどうかを評価
し、必要な予算を確保している

□ サイバーセキュリティ対策を実施できる人材を確保している（組織の内外問わず）
□ 組織内でサイバーセキュリティ人材を育成している
□ 組織内のサイバーセキュリティ人材のキャリアパスを構築し、適正な処遇をしている
□ セキュリティ担当者以外も含めた従業員向け研修等を継続的に実施している
７ IT システム管理の外部委託範囲の特定と当該委託先のサイバーセキュリティ確保
□ IT システムの管理等について、自組織で対応できる部分と外部に委託する部分で適切な切り分けをしている
□ 委託先へのサイバー攻撃を想定し、委託先のセキュリティを確保している
８ 情報共有活動への参加を通じた攻撃情報の入手とその有効活用のための環境整備

□ 各種団体が提供するサイバーセキュリティに関する注意喚起情報やコミュニティヘの参加等を通じて情報共有を
行い、自社の対策に活かしている

□ ウイルス情報、不正アクセス情報、インシデントがあった場合に、IPA ヘの届出や一般社団法人 JPCERT コーディネー
ションセンターヘの情報提供、その他民間企業等が推進している情報共有の仕組みへの情報提供を実施している

９ 緊急時の対応体制（緊急連絡先や初動対応マニュアル、CSIRT）の整備、定期的かつ実践的な演習の実施

□ 組織の内外における緊急連絡先・伝達ルートが整備されている（緊急連絡先には、システム運用、Web サイト保
守・運用、契約しているセキュリティペンダの連絡先含む）

□ 他の災害と同様に、サイバー攻撃の初動対応マニュアルが整備されている
□ サイバーインシデント対応の専門チーム（CSIRT 等）が設置されている
□ インシデント収束後の再発防止策の策定も含めて、定期的に対応訓練や演習を行っている
10 被害発覚後の通知先や開示が必要な情報の把握、経営者による説明のための準備
□ 組織外の報告先（ステークホルダーや所管官庁等を含む）をリスト化している
□ 開示・報告すべき情報を把握・整備している

□ 経営者が、責任を持って組織の内外へ説明ができるように、経営者への報告ルート、公表すべき内容やタイミン
グ等について事前に検討されている

■サイバーセキュリティ経営チェックシート
※本チェックシートは、基本的な項目を示しており、企業の状況に応じて追加対策等を行うことも重要である。
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12 月 1 日 か ら ｢Microsoft Office 365｣ の 新 プ ラ
ン ｢Enterprise E5（以下、E5）｣ の提供が始まった。
日本マイクロソフトは中小企業向けの ｢Office 365 
Business｣ や、300 名以上の企業を対象とする［E1］
｢E3｣ ｢E4｣ など複数のプランを提供しているが、こ
れまでの最上位プランであった E4 に代わるのが E5
だ。
　E5 では、（1）コラボレーション、（2）インテリジェ
ントツール、そして（3）セキュリティの 3 つの分野
で大幅な機能強化が行われた（図表1）。目玉の 1 つは、
コラボレーションの分野において “ 電話のクラウド
化 ” へと踏み出したこと。もう 1 つが、機械学習の技
術を使って人や組織の連携 ･ コラボレーションを効
率化するインテリジェントツールだ｡ そして、こう
した先進的な機能を安全にリスク ･ 制約のない状態
で活用できるようにするセキュリティも強化し、顧
客企業のワークスタイル変革を一層推進しようとし
ている。
　日本マイクロソフトは現在、クラウドビジネスを
主軸とする戦略へと転換を進めており、2 年後には売
上高の 50％をクラウドにするという目標を掲げてい
る。アプリケーション＆サービスマーケティング本
部 Office エンタープライズグループでシニアプロダ

クトマネージャーを務める輪島文氏は ｢Office 365 は
その中核製品であり、今回の E5 提供開始は目標達成
への大きなドライバーになる｣ と話す。

では、具体的に E5 で Office 365 はどう変わったの
か。マイクロソフトの狙いと合わせて詳述していこう。

■内線クラウド化へ第一歩
おそらく E5 で最も注目が集まっているのが（1）

コラボレーション分野の［Cloud PBX］機能だろう。
ただし、日本国内で一般的にイメージされる［ク

ラウド PBX］とは、できることが異なる点に注意が
必要だ。
　E5 で追加された Cloud PBX とは ｢テナントの管
理」、つまりユーザーID／電話番号を管理する機能（社
員 ･ 部署毎の番号登録や異動時の変更等）を Office 
365 に実装するものだ。外線 ･ 内線通話の交換を行

業界特集

Office 365の新プラン｢E5｣の提供が始まった。目玉は、内線電話のクラウド化と機械学習 ･分析技術の活用だ。
どちらとも、企業のコミュニケーション／コラボレーション環境を大きく変革するパワーを秘めている。

文◎坪田　弘樹（テレコミュニケーション）

Ｏｆｆｉｃｅ３６５新プランの狙い
 ～「電話もクラウドへ」が一気に加速～

日本マイクロソフト
アプリケーション＆サービスマーケティ
ング本部
Officeエンタープライズグループ
シニアプロダクト
マネージャー
輪島文氏

（図表1）Office 365 E5の主要ポイント
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う PBX 機能は従来通り、オンプレミス型で設置した
Skype for Business Server で行うことになる。
　では、従来の E3 ／ E4 とは何が違うのか｡ それを
示したのが図表2だ。
　現在、国内で最も多いのが図表 2 の一番上に示し
た ｢E3｣ の形態だ。メールや IM、ビデオ会議等は
Office 365 で行い、電話は PBX を使う。テナントの
管理も、電話番号はPBXで、その他はOffice 365でツー
ルごとに分散された状態になる。
　これに対して、電話も Skype for Business を使う場
合が、一段下の ｢E4｣ のケースだ｡ PBX の代わりに
Skype for Business Server と VoIP ゲートウェイを置
き、これが通話の管理とテナントの管理を担う。テ
ナントの管理は E3 の場合と同様に、電話はオンプ
レミスの Skype for Business Server で、電話以外は
Office 365 でと分散される。
　一方、E5（Cloud PBX）も、通話を行うのに Skype 
for Business Server が必要であることは変わらない。
ただし、電話のテナント管理はクラウド上に移行す
る。これまでは分かれていた、Office 365 全体のユー
ザー／ ID 管理と電話の管理がクラウド上で統合さ
れ、一元管理できるようになることが Cloud PBX の
メリットだ。

■ PBX 業界に迫る「黒船」
こう見ると、E5 の影響はさほど大きくないように

も思えるが、これは、マイクロソフトが狙う電話の
クラウド化の “ 第一歩 ” に過ぎない｡ E5 では、PBX
機能自体をクラウド化する ｢PSTN 通話｣ も用意さ
れているからだ｡ ただし、PSTN 通話は 12 月 1 日か
ら北米でのみ提供されており、国内での開始時期は

未定である。なお、ここでいう ｢PSTN｣ とは、交換
電話網の意昧ではなく、IP 網も含めた公衆回線全般
を意昧する。
　さて、この PSTN 通話も使うと、図表 2 の最下段
のように宅内設備はすべて不要になり、外線 ･ 内線
通話もテナントの管理もすべて Office 365 上で一元的
に提供 ･ 管理できるようになる。これが、マイクロ
ソフトが目指す最終的なゴールの形だ。
　現在、Office 365 で行える音声通話は、ユーザー間
での VoIP 通話のみ｡ 前述のように外線発信や内線電
話の保留 ･ 転送といった PBX 機能を使うには、オン
プレミス型の PBX や Skype for Business Server が必
要だ｡  PSTN 通話は、これらの機能をすべてクラウ
ドヘ移行させるものである。
　PSTN 通話は日本でまだ利用できないため、現時点
で考えられる電話システムの構成は、オンプレミス
型の Skype for Business Server と PBX 設備、そして
Office 365（Cloud PBX）を連携させたハイブリッド
構成となる。これを示したのが図表3の左側だ｡ テ
ナントの管理を Office 365 で行い、通話機能を Skype 
for Business に持たせる場合、PBX の役割は ｢PSTN
へ抜けるゲートウェイ｣ に過ぎなくなる。これだけ
でも PBX 業界には相当なインパクトをもたらすだろ
う。
　そして最終ゴールの形を示したのが、その右側の
図だ。これにより、マイクロソフトは電話も含めた
すべてのコミュニケーション／コラボレーション
ツールをクラウドから一元的に提供できることにな
る。輪島氏は、｢ユーザビリティの面でも管理の面に
おいても、クラウドサービスは統合することで一層
大きな価値を生む｣ と話す。現在は、電話だけがオ

（図表2）Cloud PBXのベネフィット
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ンプレミス型のまま残されている状況のユーザーは
多いが、それがクラウド化した他のツールと真に統
合されれば、使い勝手も管理性も向上するのは明ら
かだ｡ ユーザーも、ユニファイド（統合）の効果を
最大限に享受できるようになるのだ。
　現時点はまだ Cloud PBX で第一歩を踏み出したに
過ぎないが、いずれ PSTN 通話の提供は国内でも始
まる。PBX 業界にとって “ 黒船来航 ” が迫っている
ことは間違いない。
　なお、マイクロソフトは E5 で、会議通話機能をク
ラウドで提供する｢PSTN会議｣の開始も予定している。
 
■人・組織の結びつきを可視化
　（2）インテリジェントツールの強化ポイントは大
きく 2 つある。ビジネスインテリジェンス（BI）ツー
ルである ｢Power BI Pro｣ と、組織内の連携 ･ コ
ラボレーションの状況を分析／可視化する ｢Delve 
Analytics｣ だ。
　Power BI Pro は、従来は高度な知識を持った専門
家でなければ扱えなかったデータ分析ツールを、一
般の社員でも活用できるようにしたもの｡ 輪島氏に
よれば ｢操作が容易で、普段使い慣れた Excel の操
作の延長線上でデータ分析ができる｣ という。
　データ分析というとこれまでは、専門家が 1 ヵ月
に一度といった頻度で経営層に対して定期レポート
を出すといったものが一般的だったが、Power BI 
Pro は ｢現場の社員一人ひとりがデータから気付きを
得たり、手元で試行錯誤したりと、データをビジネ
スの武器にする｣ ことを目的としている。ユーザー
が E5 に移行すると同時に Excel 上に Power BI Pro
のアイコンが表示され、そこから機能を使い始める
ことができる。
　もう 1 つの Delve Analytics は、組織 ･ 人がどの
ように連携しているのか、組織がどのような業務に
どの程度の時間を費やしているのかを分析 ･ 可視
化するツールだ（右上画像）。 Office を使った作業
や、Exchange、Skype for Business 等を使ったコミュ

ニケーション／コラボレーションなど、ユーザーが
Office 365 上で行う活動のデータを機械学習技術に
よってすベて分析することで、人 ･ 組織の結びつき
の状況を数値化する。これにより、｢誰が有益なナレッ
ジを持っているのか、誰と誰が、どの組織とどの組
織が連携するとよいのかなど、組織横断で連携のヒ
ントを見つけ出すことができる｣（輪島氏）のだ。

■ AI がコラボレーションを支援
この Delve Analytics は、マイクロソフトが昨年

提供を始めた ｢Office Delve｣ のエンジンとも言える
ものだ。Delve は右下画像のように Office 365 の作
業 ･ コミュニケーションの状況を分析して、各々の
ユーザーにとって必要と思われるオススメのデータ

（よく共同作業をする人が作成した文書や資料、スケ
ジュールなど）を表示してくれるツールである｡ 機
械学習が “ 裏方 ” として働き、自分に必要なデータや
人を探す手間を省いてくれるのだ。
　Delve は、求める情報や人に効率的にたどり着ける
ようにすることで、エンドユーザーである社員の生
産性を向上させることを目的としているが、それに
対し、Delve Analytics は社員や組織の活動を把握し、
管理の効率化や配置の最適化を図りたい経営層や総
務 ･ 人事部門などをターゲットとしている。｢経営層
の方に見ていただくとすごく喜ばれる｣ と、輪島氏
も相当な手応えを感じているようだ。
　マネジメント層ならば、Delve Analytics の分析を
基に複数チームを連携させたり、リソースの最適配
分に役立てることも可能だろう。人事部門なら、連
携が上手くいっていない組織を見つけ出し、コミュ
ニケーションのやり方自体を変更ためのヒントが
得られる。もちろん、変更後の効果測定にも Delve 
Analytics は威力を発揮するだろう。
　現在、ビジネスで活用されるデータ量は加速度的
に増えており、“ データに埋もれる ” ことが生産性を
阻害する要因にもなっている。そうしたなか、デー
タ分析や機械学習技術への期待は高まっているもの

（図3）Office 365 E5利用時の電話システムの構成
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の、これまでは高度な技術 ･ 知識と大きな投資が必
要だった。
　E5 の重要な点は、そうした最新の技術 ･ 手法が
Office 365 で日々の作業やコラボレーションを行うう
ちに “ 当たり前に ” 使えるようになることにある。企
業のコミュニケーション／コラボレーションの新た
な進化の方向性を示したものと言えるだろう。
　このような先進的な機能を安心して活用できるよ
うにする（3）セキュリティに関しては、メールに記
載された URL や添付ファイルをサンドボックス上
で確認 ･ 診断してマルウェア感染を防ぐ「Advanced 
Threat Protection」機能を強化したほか、コンプライ
アンス面の強化も図った。

■鍵握る“パートナーの転換”
日本マイクロソフトは今後、E4 および E3 の既存

ユーザーに対して、E5 への移行を促していく。「更
新期を迎える E3 ／ E4 のお客様の半分を E5 にする
のが目標｣ だ｡ E5 の価格は 1 ユーザー当たり月額
3590 円で、E3（2180 円）からは 1410 円、E4（2390 円）
からは 1200 円の料金アップとなることもあり、か
なり高い目標設定と言えるだろう。なお、2016 年 6
月末までは 15％オフでステップアップできるキャン
ペーンを実施している。
　この目標達成への鍵となるのがパートナー向けの
施策だ。日本マイクロソフトは 2016 会計年度（15 年
7 月から 16 年 6 月）末までに、年度開始時に 2500 社
だったクラウド販売パートナーを 3500 社まで拡大す
る計画だ。

　7 月から現在までにパートナー数は 3000 社程度ま
で増加｡ 販売力の量的な増強は順調に進んでいるが、
その一方、E5 を拡販するには訴求の仕方そのものを
変える必要があると輪島氏は話す。

Office 365 の E5 で提供する機能は、コミュニケー
ション／コラボレーション環境の全般にわたる幅広
いものであり、ワークスタイルを支える基盤全体を
クラウド上に移行することで生産性を高めようとす
るマイクロソフトのビジョンをユーザー企業の、と
りわけ経営層に理解してもらう必要がある。また、
Delve Analytics にように従来の Office ツールとは異
なり、総務 ･ 人事部門や経営層にとって価値を持つ
ツールも含まれる。 Office 365 を構成するツールや機
能ごとにそれを活用する人、導入を検討する部署が
異なるのだ。
　そのため「経営層に対して我々のビジョンととも
に統合的な価値を訴求し、かつ、それぞれの専門分
野の人たちをオーケストレーションしながら販売し
ていく方向へと、パートナーの方々にも変わってい
ただく必要がある」と輪島氏は話す。

このパートナーの転換を進めるため、今後半年で
パートナー向けに各種のトレーニングを 1 万回程度
予定しているという。「IT 部門へではなく経営者の
方々に、より良い働き方を訴えかけていく」と輪島
氏｡ その成果がどのようなかたちで現れるのか、2016
年は日本マイクロソフトとパートナーの動向が注目
される。

（出典：テレコミュニケーション January 2016）

［Office Delveの画面例］
コミュニケーション／コラボレーションを行う際のポータルと
して利用することができ、関係性の強いメンバーが作成した資
料など、自分にとって重要度の高いデータ・ 人へのリンクが表
示される。ここから、自分が求める情報を持つ人を辿っていく
こともでき、また、画面上のアイコンから即座にメールやチャッ
ト、通話等も行える。

［Delve Analyticsのダッシュボード画面］
メールやチャット、Skype通話、会議といった Office365で
行うコミュニケーションの頻度や、作業内容を分析し、これま
で見えなかった業務内容やコミュニケーションの状況を可視化
する。
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新製品・新サービス

gaccoが「社会人のためのデータサイエンス演習」開講
株式会社 NTT ドコモとドコモ gacco が共同で推進する、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※）提供サイト「gacco（ガッコ）」

（http://gacco.org/）において、「社会人のためのデータサイエンス演習」講座を 2016 年 4 月 19 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。

■募集要項
　開校日：4 月 19 日
　講座名：社会人のためのデータサイエンス演習
　学習期間：週 3 時間程度・5 週間

■講座内容
　総務省統計局が提供する講座第 2 弾、ビジネスの現
場で求められているデータサイエンスをわかりやすく
解説します。
　今、ビジネスの現場では、統計的な思考力によって
様々な課題を解決していく能力、すなわち “ データサ
イエンス ” 力の高い人材が求められています。本コー
スでは “ データサイエンス ” 力の向上を目指し、事例
なども踏まえ、ビジネスの現場で使われる実践的な
データ分析（統計分析）の手法を身につけます。なお、
本コースは「社会人のためのデータサイエンス入門」
の続編講座となりますが、受講していなくても、「社
会人のためのデータサイエンス演習」は受講可能です。

第１週： データサイエンスとは
・“ データサイエンス ” 力の高い人材育成について
・データサイエンスが必要とされる背景
・データサイエンスに求められるスキルや知識
・データサイエンスの将来
・PPDAC サイクルに沿った問題解決の進め方
・分析の設計手法

第２週：分析の概念と事例
～ビジネス課題解決のためのデータ分析基礎（事例
と手法）（1）～

・Analysis（分析）とは
・1 変数の状況の把握（1）（可視化の活用）
・1 変数の状況の把握（2）（代表値の活用）
・比較して 2 変数の関係を見る
・ビジネスにおける比較（1）（概要）
・ビジネスにおける比較（2）（適切な A/B テスト

の活用）

第３週：分析の具体的手法
～ビジネス課題解決のためのデータ分析基礎（事例
と手法）（2）～
　・クロス集計の軸設定と見方
　・散布図と相関の調べ方
　・相関関係と因果関係の違い
　・時系列データの見方
　・時系列データの分解の方法

第４週：ビジネスにおける予測と分析結果の報告
～ビジネス課題解決のためのデータ分析基礎（事例
と手法）（3）～
　・回帰分析による予測
　・モデル評価と予実評価
　・分析結果の報告（記述／可視化方法）
　・分析結果の報告（解釈の注意点）
　・予測・分類等代表的手法と活用場面

第５週：ビジネスでデータサイエンスを実現するた
めに

・各週のおさらい
・データ分析に基づく問題解決ケーススタディ
・様々な企業で活躍するデータサイエンティスト
・企業でデータサイエンスを実現するためのポイン

ト
・講座のまとめ

※ 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。
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エレコム株式会社は､ 無線ルーターからの電波を中継することで､ Wi-Fi の利用範囲を拡大できる無線 LAN 中
継器の新製品“WTC-1167HWH”を 2 月中旬より新発売しました。
本製品は､ 無線ルーターと組み合わせて使用することで､ 電波の到達距離を延長し､ Wi-Fi の利用範囲を拡大す
ることができる無線 LAN 中継器です｡ 無線ルーターを設置している場所から距離が離れたところで､ スマホや
パソコンから Wi-Fi 接続する場合や､ 鉄筋の建物､ お風呂、トイレなど無線ルーターの電波を通しにくい構造の
場所で Wi-Fi を楽しみたいといった場合にお勧めの製品です｡ 本製品 2 台を使った中継も可能で､ より遠くへ電
波を届けることもできます。

～無線 LAN 中継器“WTC-1167HWH”の特長～
●無線ルーターからの電波を中継して Wi-Fi の利用範

囲を拡大可能
●環境に合わせて自動的に最適な通信を実現する 4 つ

の中継モードを搭載､ 家のすみずみまで最適な速度
で通信可能

● 5GHz に対応した最新規格 ｢IEEE802.11ac｣ に準拠
し､ 最大 867Mbps（理論値）の超高速無線通信が可
能

●無線ルーター本体と離れた部屋や､ 鉄筋の建物､ お
風呂、トイレなど電波を通しにくい構造の場所との
通信にもお勧め

●コンセント直付けタイプにより、壁のコンセントに
挿すだけで設置できるうえ､ 他の機器と干渉しにく
いコンパクトサイズ

●すっきり設置できるスタイリッシュなスリムデザイ
ンを採用、廊下などでひっかけて破損するリスクを
軽減

●逆向きに設置することで 2 個口の家庭用コンセント
のもうー方をふさがず使用可能

●別売の 3 個口タイプの平面トリプルタップ（エレコ
ム “T-TR3WH” 推奨）を併用すればコンセントを無
駄にせず利用可能

● 2.4GHz 帯または 5GHz 帯のデュアルバンドに対応
し、同時中継が可能

●ボタンを押すだけで無線ルーターとの無線 LAN 設
定が完了する ｢WPS 機能｣ に対応（※ 1）

●他社製無線ルーター等の親機と組み合わせて使える
ユニバーサルリピーター方式を採用（※ 2）

●最大で本製品 2 台を使った中継が可能で､ さらに遠
くへ電波を届けることが可能

●WPA2-PSK（AES）、WPA-PSK（TKIP/AES）、
WEP（128/64bit）といった暗号化機能を搭載

●無線ルーターからの電波強度を通知するランプを装
備し､ 適切な設置場所の目安が簡単に分かる設計

※ 1：本製品と管理者用の SSID､ パスワードで無線接続し､
管理者用 Web UI にログインすることで親機との接続を手
動でも設定可能です。

※ 2：IEEE802.1x 認証など高度な認証環境では使用できませ
ん。また､ 通信環境によっては実行速度が低下することが
あります。

エレコムが４つのモードから最適な通信を実現する
11ac対応で最大867Mbpsの「無線 LAN中継器」を発売

 ～無線ルーターの電波を中継して Wi-Fiの利用範囲を拡大～

11ac対応　無線 LAN中継器
“WTC-1167HWH”
価格　8,970円（税別）

壁のコンセントに挿すだけですっきり設置可
能。インテリアとしても違和感のないデザイン。

3個口タップ（別売：エレコム T-TR3WH
推奨）と組み合わせて使うと、コンセントを
無駄にせず仕様可能
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■お問い合わせ先
エレコム株式会社　HP（http://www.elecom.co.jp/）
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プラネックスコミュニケーションズ株式会社が、POE（802.3af/at）対応の無線 LAN アクセスポイントやネッ
トワークカメラに対応した POE アダプター（インジェクター）『ING-ADE3AT』を発売しました。

■電源が確保しづらい場所のアクセスポイントや
ネットワークカメラに最適

　IEEE802.3af/IEEE802.3at に対応した PoE アダプター
なので、カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブルで 100m
まで電力供給できます。電源が確保しづらい高い場所
に設置したアクセスポイントやネットワークカメラに
最適です。

■電源内蔵の小型モデル
　従来の AC アダプターを使用するタイプではなく、
電源内蔵の小型モデルなのでコンセントまわりがすっ
きりします。
　※付属の電源ケーブルは 3pin ですので、3pin 対応の

電源タップなどをご使用ください。
 

プラネックスコミュニケーションズが
IEEE802.3af/at規格準拠の

PoEアダプター「ING-ADE3AT」発売

ギガビット802.3af対応　PoEアダプター（インジェクター）
製品型番：ING-ADE3AT （JANコード　4941250194704）
参考価格：オープンプライス
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■ギガビット対応
　すべてのポートがギカビット対応なので高速ネット
ワークを構築することができます。

 

■壁掛け可能
　固定用の取り付け穴がついているので、壁などに固
定することが可能です。
　※ M3 ネジ推奨
 

■ RoHS 対応
　生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルに
おいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えるこ
とを目的として、鉛、カドミウム、水銀、6 価クロム、
ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの
有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応
しています。

■価格：オープンプライス

■製品仕様

※ POE 給電可能なポートは 1 箇所のみとなります。
※ POE 機能をご利用の場合は、カテゴリ 5e 以上のストレート

タイプのネットワークケーブルをご利用下さい。
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご

了承ください。

■お問い合わせ先
プラネックスコミュニケーションズ株式会社 HP

（ http://www.planex.co.jp/products/ing-ade3at/ ）

型番 ING-ADE3AT

機能

対応規格

IEEE802.3:10BASE-T

IEEE802.3u:100BASE-TX

IEEE802.3ab:1000BASE-T

IEEE802.3af,IEEE802.3at

ポート構成

RJ-45 port × 2:10BASE-T,
100BASE-TX,
1000BASE-T

（Auto-negotiation, AutoMDI / 
MDI-X 対応）

ネットワークケーブル
UTP LAN ケーブル

カテゴリ－ 5e 以上

PoE

IEEE802.3af: 供給電圧：44V,
供給電力：15.4W,
供給方式：Type A/Class0

IEEE802.3at: 供給電圧：50V,
供給電力：30.0W,
供給方式：Type A/Class4

その他機能 過電流・過電圧保護
短絡保護

ハードウェア仕様

LED 電源インジケーター

電源 AC100V

外形寸法 約 98（W）× 57（H）× 33（D）
mm（突起部を除く）

重量 約 143g（本体のみ）

動作時環境
温度：0 ～ 40℃

湿度：10 ～ 90％（結露なきこと）

保存時環境
温度：-20 ～ 70℃

湿度：10 ～ 90％（結露なきこと）

その他

保証期間 1 年間
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（一社）情報通信設備協会『賠償責任保険制度』のご案内

　情報通信設備協会では会員の皆様の強いご要望にお応えするため、東京海上日動火災保険㈱の協力を得て、平
成 13 年から「物損の伴わない賠償事故にも対応できる画期的な保険」として、協会オリジナルの賠償保険を提
供しておりますが、このたび、平成 28 年 4 月 20 日スタート（1 年契約）の新規募集を開始いたしますのでご案
内いたします。

　近年、日本国内でも賠償責任に関わる意識が高まってきております。
　経営の安定と、万一の賠償資力確保のために、是非ご加入のご検討をお願いいたします

■情報通信設備協会「賠償責任保険制度」の特徴
安価な保険料で、プログラムの入力ミスや設計ミス等の人為的なミスによる営業損害も補償対象と
しています。

　「人」の勘違いによる事故を完全に防ぐことは出来ませんし、事故は何時、何処で発生するか全く予想ができ
ません。そして、一旦事故が発生した場合は、私ども中小企業の会社経営、ひいては経営者や従業員の生活を脅
かすことにもなりかねません。
　会員各位には、事故発生のリスクに備えるため積極的に加入をご検討頂きますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。

すでに他の賠償責任保険にご加入中の会員に於かれましても、情報通信設備協会『賠償責任保険制度』
への切り替えをお勧めいたします

①保険期間─平成 28 年 4 月 20 日から平成 29 年 4 月 20 日までの 1 年契約となります。

②工 事 高─年間売上額から物品や材料等の販売部分を除いた、純粋な工事部分のみの金額が保険料
を決める数字となります。

③保 険 料─一般の賠償責任保険は売上高を基準にしていますが、工事高のみ（物品や材料等を除い
た工事費）を基準としています。

別紙の「お見積り依頼書」により、見積もりのご依頼をお願い致します。
会員様のご要望をお聞きしながら、補償プランをご提示致します。

事故例 
卸売会社の移転に伴う電話工事に際し、設定ミスにより録音システムが作動せず夜間の受注ができな
くなってしまい営業被害が発生！
　　　　　　　　　　　　逸失利益分として保険金 60 万円を支払う

※情報通信設備協会「賠償責任保険制度」の詳細は、協会ホームページ「賠償責任保険」
　に掲載のパンフレットでもご覧いただけます。

【お問い合わせ先】
賠償責任保険制度 事務局　㈲信栄パートナーズ 山田 （一社）情報通信設備協会 関東地方本部 事務局
TEL 03-5701-7065　FAX 03-5701-5135 　　　　　　TEL 03-5244-9700  FAX 03-5244-9711
E-mail：h.yamada@shinei-pt.com　　　 　　　　　　E-mail：kanto@itca.or.jp
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一般社団法人 情報通信設備協会 御中 

 

一般社団法人 情報通信設備協会賠償責任保険制度 

お見積もり依頼書 
＜基本情報＞ 

貴社名（代表者名）                           

ご住所 
〒    － 

お電話番号  （      ）－      － 

ＦＡＸ番号  （      ）－      － 

ご担当部署 （ご担当者名：        ） 

＜保険料算出基礎数字のご申告＞  

①年間工事高 

 

                          千円 

（計算期間：    年   月   日～    年   月   日） 

②本保険対象工事高 

※対象業務範囲ご参照 

 

                          千円 

③対象業務に係る 

製品・材料費 など 

 

                          千円 

④ 上記②－③ 

※対象業務に係る工事高 

 

                          千円 

 
※対象業務範囲（例） 

①ＬＡＮ、ＷＡＮ、ＰＢＸ、ＣＴＩ、ビジネスフォン、ＦＡＸ、複写機等の情報通信設備トータルネットワークの提供 

②光ケーブル、線路ケーブル、構内ケーブル、電力設備等のインフラ構築 

＜補償内容例＞ ※経済損失とは、プログラムミス、設定ミスなどによる損害賠償の請求をいいます。 

 おすすめ標準プラン ご希望支払限度額 

請負 
(作業中) 

対人賠償 １億円  
対物賠償 １千万円  
経済損失 １千万円  

生産物 
(引渡後) 

対人賠償 １億円  
対物賠償 ２億円  
経済損失 １千万円  

 
＜本お見積もり依頼書：ＦＡＸ送信先＞ 

 

〒104-0042 東京都中央区入船２－９－５ＨＫビル５階      ◎お問い合わせ連絡先 

（一社）情報通信設備協会 関東地方本部（℡ 03-5244-9700）  代理店：（有）信栄パ－トナ－ズ 

 ＦＡＸ ０３－５２４４－９７１１       TEL 03-5701-7065 （担当：山田） 

＜ご依頼時の確認事項＞ 
私は、契約者である企業または団体の構成員であることを確認し、団体に対

してこの保険契約への加入を依頼します。また、私は、裏面に記載の「個人

情報の取扱いに関するご案内」の内容について確認の上、同意いたします。 
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平成 28 年 1 月 15 日（金）、中央電気倶楽部において、
関西地方本部恒例の「年賀交歓会」が開催されました。
ご来賓は自由民主党衆議院議員 左藤 章先生、中山泰
秀先生、総務省近畿総合通信局情報通信部 電気通信
事業課の原 彰宏課長を始め、NTT ドコモ関西の事業
提携部門、NTT マーケティングアクト関西支店の商
品戦略部門、NTT コミュニケーションズの代理店部
門、研修委託機関の NTT ラーニングシステムズ、大
阪府立南大阪高等職業技術専門校等、日ごろ提携事
業や各種研修事業でお世話になっている方々をお迎
えし、会員 40 社 79 名、ご来賓 20 名の計 99 名の参
集で盛大に開催されました。

 

【長田修一郎本部長挨拶】
長田修一郎本部長よりご来賓及び参加会員方々へ

の謝辞に続き挨拶され、国内外の数々の出来事・争
い事が絶えない現状において、我々通信業界は、IoT
と呼ばれる時代に入り、全てのモノがインターネッ
トに接続されビジネススタイルが大きく変化しよう
としています。しかし、インターネット犯罪も便利
になればなるほど増加している実態もあり、いかに
して悪の部分を防衛できるかが、この先重要になっ
てきています。協会においては、全国の会員の皆様
に同じタイミングで情報を提供できるよう、本部と
地方本部が一体となり活動を行っています。また、

若い人たちに対する教育も大きな柱と考え、常に時
代の一歩先をいくようなテーマで講習、講演会等を
開催していきたい。と抱負を述べられた。

【自由民主党衆議院議員 左藤 章先生】
協会本部顧問、自由

民主党衆議院議員、衆
議院安全保障委員長の
左藤 章先生より「日本
の安心・安全を守るた
め各省庁が色々な課題
に対し取り組んでいる
が、情報セキュリティ
に熟知する政府関係者
の人材育成を急がねばならない。と挨拶された。
 

【自由民主党衆議院議員 中山泰秀先生】
続いて、岸村智志常

任幹事より自由民主党
衆議院議員自由民主党
大阪府支部連合会 会長
の中山泰秀先生が紹介
され、中山泰秀先生よ
り「中東訪問中でのテ
ロ遭遇について触れら
れ、ルールを作ってテ
ロ・サイバー防御に取り組み、働く人たちが安心し
て仕事ができるよう課題点を詮索し、同時に情報通
信の高度化、多様化に向けサービス、技術の貢献に
努めたい。と挨拶された。

【近畿総合通信局　情報通信部 電気通信事業課長 
原 彰宏様】

近畿総合通信局 情報
通信部 電気通信事業課
長の原 彰宏様より「阪
神大震災から 20 年を
経過し、東南海地震の
到来が予測される中で、
災害対策の通信確保に
重点を置きたい。ICT
の多様化・高度化、ま

関西地方本部　INFORMATION

関西地方本部「平成２８年　年賀交歓会」 開催模様
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委員会・理事会等模様

平成 27 年度委員長・各地方本部長会議
１．日時　　　平成 27 年 12 月 24 日（木）
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（10 拠点接続）
３．出席者　　大木一夫会長、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、
　　　　　　　樋口正仁信越本部長、田中優治北陸本部長、
　　　　　　　江角優中国本部長、阿部准定九州本部長、
　　　　　　　早川幸廣北海道本部長、
　　　　　　　冨田直樹香川支部事務局（代理出席）
　　　　　　　佐々木勝夫東北事務局長（代理出席）
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 28 年度財務基盤確立に向けた取組みについて
　　（委員長会議答申（平成 27 年 12 月 1 日））

（2）その他　

平成 27 年度第 2 回教育委員会
１．日時　　　平成 28 年 1 月 20 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　　藤田義明教育委員長、長谷川浩正副委員長、
　　　　　　　塚本豊委員、栩谷晴雄委員、河内康志委員、
　　　　　　　大輪堅一業務委員長、井上剛毅理事長、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 28 年度研修計画見直し策定
（2）平成 27 年度研修実施状況
（3）その他　

平成 27 年度事務局長会議
１．日時　　　平成 28 年 1 月 22 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 14 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（10 拠点接続）
３．出席者　　青海宏信信越事務局長、大島貞保東海事務局長
　　　　　　　輪島弘也北陸事務局長、貫耕三関西事務局長、
　　　　　　　渡辺博明中国事務局長、上原昇四国事務局長、
　　　　　　　阿部准定九州事務局長、土井和彦九州事務局、
　　　　　　　佐々木勝夫東北事務局長、
　　　　　　　笹原弘志北海道事務局長
　　　　　　　山内明専務理事、花園和幸事務局長
４．議題

（1）平成 28 年度財務基盤確立に向けた取組みについて
（2）平成 27 年度財務資料の提出について
　①平成 27 年度収支予算書（収益・費用）積算根拠（見込み）
　②平成 28 年度収支予算書（収益・費用）積算根拠
　③平成 27 年度収支予算書（収益・費用）積算根拠（実績）

（3）その他

平成 27 年度第 2 回広報委員会
１．日時　　　平成 28 年 1 月 29 日（金）
　　　　　　　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、松山仁副委員長、
　　　　　　　山田恭郎委員、渡邉秀治委員、
　　　　　　　井上剛毅理事長、山内明専務理事
４．議題

（1）平成 28 年度広報取組み方針
（2）機関誌アンケート検討状況
（3）その他

た強じんな通信ネットワークの構築を目指し、国民
の安心・安全が確保できるよう、引き続きブロード
バンドそしてモバイルの進展、そして安全なデータ
通信サービスが可能な環境整備を図りたい。と挨拶
された。

【乾杯のご発声】
岩通販売株式会社 西

日本支社勝川 裕様より、
「昨年、総務省・経済産
業省より情報セキュリ
ティサ－ビスを重点に取
り組みたい企業関係者が
多いと情報通信事業者の
基本調査結果で発表され
た。NTT 東西の光コラ

ボの開始、マイナンバ－の始まり、また電力の完全
自由化、4 年後の東京オリンピック開催と、我々通信
事業はビジネスチャンスと捉える年にして、ますま
す発展していきましょうと、力強く挨拶され乾杯と
なり、1 時間 30 分の催しが終了した。
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LAN認定会員のご紹介

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 ㈱ TTK 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
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

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2月29日現在で104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
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/ 0257-22-0011
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 082-504-3386
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
0105 ㈱三陽電設 関西 http://www.sanyo-densetsu.com/ 06-6349-5511
0106 千代田電子システム㈱ 東海 http://www.chiyoda-ele.co.jp 052-412-7111
0107 浜松通信施設㈱ 東海 http://hts-g.jp/ 053-438-1000
0108 東條テレコム㈱ 東北 http://www.tojo-te.co.jp 022-288-5971
0109 ㈱トキワ 関東 http://www.tokiwa-jp.com/ 029-248-1625
0110 ㈱カナック 四国 http://www.kanac.co.jp/ 086-245-4811
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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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2016年 IT業界主要イベントカレンダー

　2016 年に開催予定の、IT 業界の主要イベントである大規模展示会、カンファレンス、勉強会などの開催スケジュール
をご紹介いたします。
　ぜひ自社事業の参考に参加されてはいかがでしょうか。（詳細は各展示会 HP をご確認ください）

月 日 名　　称 会　　場 内　　容

3月

2日～4日 第6回［国際］スマートグリッド
EXPO 東京ビックサイト スマートグリッド／スマートコミュニティの構築に必要なあら

ゆる製品・技術が一堂に出展する国際商談展

8日～11日 リテールテックＪＡＰＡＮ 2016 東京ビックサイト 店舗内システムからサプライチェーン連携まで幅広い流通
情報システムを、各ソリューションの活用シーン別に展示

8日～11日 ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＳＨＯＷ 2016 東京ビックサイト 防犯カメラや警備システムなど、社会全体の「安全・安心」
を実現する製品の国内最大級のセキュリティ総合展

10日～11日 Clod Days 2016［東京］ ザ・プリンスパーク
タワー東京

ビジネス変革、競争力強化のためのソリューションが一堂
に集結する。最先端の ICTの専門展示会＆セミナー

17日～18日 Clod Days 2016［大阪］ グランフロント大阪 ビジネス変革、競争力強化のためのソリューションが一堂
に集結する。最先端の ICTの専門展示会＆セミナー

4月

6日～8日 第26回 ファインテック ジャパン 東京ビックサイト 電子ディスプレイ（液晶、タッチパネルなど）に関するあらゆ
る技術が一堂に出展する専門展

20日～22日 TECHNO-FRONTIER 2016
次世代モビリティ展 幕張メッセ メカ、エレクトロニクスの技術展示会。IoT Tech、国際ド

ローン展なども合同開催

19日～21日 第１回名古屋ものづくりワールド ポートメッセなごや 世界最大級の「ものづくり専門展」。世界中から出展社が
集まり、製造業ユーザーとの間で活発な商談が行われる

21日～23日 バリアフリー2016 インテックス大阪 介護予防・リハビリテーション・まちづくり・コミュニケーション
機器、緊急警報・セキュリティ・施設防災関連の展示会

20日～22日 Smart Health Japan 2016 
医療・ICT・在宅医療展 東京ビックサイト ヘルスケアやヘルス ITなどと呼ばれ、医療機器開発のな

かでも急激な成長が期待されるものを展示

20日～22日 第2回 IoT Tech
第2回 データセンター設備機器展 幕張メッセ インフラ、機械、人のモニタリングを対象としたIoTに関する

機器、ソフトウェア技術を一堂に集めた展示会

5月

11日～13日 Japan IT Week 春2016 東京ビックサイト ITの専門展を12展同時開催

18日～20日 第7回 教育ITソリューション　
EXPO（EDIX2016） 東京ビックサイト 日本最大の学校向け IT専門展

25日～27日 ワイヤレスジャパン2016 東京ビックサイト モバイル、ワイヤレス機器関連の総合展示会

6月

1日～2日 Clod Days 2016［九州］ 福岡国際会議場 ビジネス変革、競争力強化のためのソリューションが一堂
に集結する。最先端の ICTの専門展示会＆セミナー

2日～3日 第3回 「震災対策技術展」
大阪 グランフロント大阪 知識と技術を集結し、地域連携で災害に備える、自然災

害対策技術の専門展示会。

2日～3日 京都スマートシティエキスポ2016 けいはんなオープン
イノベーションセンター

ＩＣＴを基盤に環境・エネルギー・交通・健康・食・文化・教育
などのスマートシティに関する展示会

8日～10日 Interop Tokyo 幕張メッセ ネットワークコンピュータ関連の総合カンファレンス

16日～17日 Clod Days 2016［名古屋］ 名古屋国際会議場 ビジネス変革、競争力強化のためのソリューションが一堂
に集結する。最先端の ICTの専門展示会＆セミナー

16日～17日 ビジネスショウ＆エコフェア 2016 福岡国際センター モバイル・＆ネットワーク・防災ＩＴ・情報セキュリティ・ビジネス
ソリューションの展示会

22日～24日 第24回 3D・バーチャル リアリティ展 東京ビックサイト 最先端の3D技術が集まる展示会

29日～
7月1日 コンテンツ東京2016 東京ビックサイト

クリエイター個人、制作会社、権利、IT、最新テクノロジー、
サービス、マーケティング等、コンテンツビジネスの国際総
合展

30日～
7月1日 Clod Days 2016［札幌］ 札幌コンベンション

センター
ビジネス変革、競争力強化のためのソリューションが一堂
に集結する。最先端の ICTの専門展示会＆セミナー

7月 6日～8日 第3回 ライブ＆イベント産業展 幕張メッセ ライブ・コンサート・舞台や各種イベントを開催するために必
要な、サービス・製品が一堂に集まる総合見本市

13日～15日 第3回 ワークスタイル変革EXPO 東京ビックサイト 「ワークスタイル変革」に特化した商談専門展を開催する

9月
7日～9日 第3回［関西］スマートグリッドEXPO インッテクス大阪 スマートグリッドおよびスマートコミュニティの構築に必要な

製品・技術・システムが一堂に出展する専門展
15日～18日 東京ゲームショウ 2016 幕張メッセ 日本最大のゲームイベント、2015年は26万人以上来場
20日～21日 アドテック 東京 2016 東京国際フォーラム デジタルマーケティングの国際的カンファレンス

10月 4日～7日 CEATEC JAPAN 2016 幕張メッセ アジア最大級の総合デジタル展示会。スタートアップ企業
の参加も増加中

26日～28日 2016 Japan IT Week 秋 幕張メッセ ITの専門展を8展同時開催
11月 16日～18日 第1回 ワークスタイル変革EXPO インッテクス大阪 「ワークスタイル変革」に特化した商談専門展を開催
12月 14日～16日 SEMICON Japan 2016 東京ビックサイト マイクロエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会
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平成28年度第1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 7 月 10 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、横浜、新潟、金沢、
長野、名古屋、大阪、広島、松山、福岡、熊本、
那覇の各地区で行われます。

（2）試験会場　　受験票により通知

3．試験申請の受付期間及び受付時間
（1）受付期間　

ア　申請書による申請
　平成 28 年 4 月 1 日（金）から 5 月 10 日（火）

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 4 月 1 日（金）から 4 月 20 日（水）
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、5 月 10 日（火）の締切りとなります｡）

イ　インターネットによる申請
　平成 28 年 4 月 1 日（金）から 5 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 28 年 5 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。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）伝送交換主任技術看試験
（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

平成 28 年度第 1 回電気通信主任技術者試験が一般社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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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．試験結果の通知
　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。

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

試験実施地 事務所 事務所

札幌、仙台、
さいたま、
東京、横浜、
新潟、金沢、
長野

（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
03-5907-6556

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
052-939-1274

大阪、広島、
福岡、熊本、
那覇

（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
06-6946-1046

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
番地 2 号
ゴールドビル味酒 4 階
089-946-4160
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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」（2016 春版）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2015 年 11 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

2016春 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-86594-019-0 2,300 円 2,070 円
2016春 DD1種実戦問題 A4 判 272 頁 978-4-86594-020-6 2,850 円 2,565 円
2016春 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-021-3 2,850 円 2,565 円
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

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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平成２７年度「情報通信エンジニア優良団体表彰」を会員企業５社が受賞

　工事担任者スキルアップガイドライン委員会（委員長 小宮
一三 神奈川工科大学学長）では、平成 27 年度の優良団体として、

「企業の部」ベスト 5 団体及び「学校の部」ベスト 3 団体を選出し、
平成 27 年 11 月に各団体に表彰状が手渡されました。
　

「企業の部」受賞企業（官公庁除く）

 

※情報通信エンジニアの有効期限は１年間のため、団体の資格
者数は毎年変動しており、現在の資格者は１年以内に更新研
修を修了した方です。〈平成27年9月30日集計〉

■情報通信エンジニア優良団体表彰を受賞して
◎扶桑電通株式会社　サポートサービス本部
　エンジニアリング統括部長　石川 守雄

今年度も「情報通信エンジニア優良団体表彰」を賜り、誠に
有難う御座います。
　毎年団体表彰を頂く度に社内掲示板に掲載しており、社員は
弊社が上位にいることを励みに感じております。
　さて弊社では社員各自の資格取得について積極的に推進して
おり、通信系の技術部門では工事担任者（AI・DD 総合種）の
資格取得を、ほぼ必須と位置づけ若手を教育しております。さ
らに情報通信エンジニアについても必然的に取得させ、毎年行
われる更新研修テキストにより継続的に最新技術、あるいは重
要な知識を習得させております。
　技術者は現場に出てトラブルに遭遇した場合、いかに敏速に
問題を解決できるかが、一流の明かしと判断される事柄ではな
いでしょうか。現場経験もさることながら、正しい知識が有っ
てこそ、発揮される現場対応力が重要であり、技術者にとって
は日々研さんすることが求められます。
　これからも情報通信エンジニア資格を通じ、基本となる知識
の習得を推進してまいりますので、宜しくお願いいたします。

◎株式会社 TOSYS　NTT事業推進本部　
品質工法部　部長 　遠藤 正伸
今年度も「情報通信エンジニア優良団体表彰」を賜り、大変

光栄に思っております。昨年から如何に資格者を増加させてい
くのか悩んでおりますので、その結果が出たことに一先ず安堵
いたしております。
　通信工事に携わる弊社にとって、作業者の工事担任者資格取

得は必須であることから、全員でチャレンジしていこうと取組
みを進めておりますが、近年の工担者資格取得は難関資格と
なっており、中々資格取得につながらず情報通信エンジニア資
格者が増えない一因と感じております。
　弊社では工担者資格取得はゴールではなく、そこからスター
トとして「情報通信エンジニア」資格の取得・更新を奨励して
おります。「情報通信エンジニア」更新テキストには最新の技
術情報はもとより工担者が必要とする技術情報等が網羅されて
いるため、レポート提出により確実に学習することが可能で、
社員のスキルアップに繋がるものと考えております。
　そのため今後も「情報通信エンジニア資格」の主旨を社員に
浸透させ、工担者資格者全員が「情報通信エンジニア資格」を
保有し、更新による自己研鑚を通じて最新情報の収集とスキル
アップを図るとともに工事品質の向上に努めて参ります。あり
がとうございました。
（委員会事務局追記）TOSYS 様は平成 27 年 6 月に永年にわたる電気通
信に関わる技術者の育成の取り組みを通して、国の資格者制度の維持・
推進並びに情報通信技術の利用基盤の向上に貢献したとして、信越総合
通信局長表彰を受賞されております。

◎ NDS株式会社　NTT事業本部　
エンジニアリング部長　大嶋　誠
この度は「優良企業表彰」を賜り、大変光栄に思い厚く御礼

申し上げます。
　情報通信分野は急速に変化しており、お客様からも常に時代
の変化・発展に対応した新しい知識・技術を持った工事担任者
に工事を任せたいというニーズがあります。
　また、工事担任者自身が常に「知識および技術の向上を図る
ように努めなければならない」という努力義務が規定されてい
ることもあり、弊社では工事に必要となる工事担任者資格の取
得と合わせて努力義務を果たしていることの証明となる「情報
通信エンジニア」資格の取得に取り組んでまいりました。
　情報通信エンジニア資格を取得することにより、更新テキス
トなどによりタイムリーな技術情報を提供して頂け、最新の知
識・技術の習得、自らのスキルアップに取組むことができるこ
とから、今後も情報通信エンジニア資格の取得に取り組むとと
もに、常にスキルアップ、工事品質の向上に努めてまいります。

（出典 : 日本データ通信 2016.1 月号 No.207）

（左から）石川氏、管理本部総務統
括部総務部次長　原田氏

｢情報通信エンジニア資格の取得に積極的に取り組んでいる団体を表彰し、その結果を PR することにより、情報通信エン
ジニア資格の認知度及び社会的地位の向上を図ること｣ を目的として、工事担任者スキルアップガイドライン委員会（一般
財団法人日本データ通信協会）が、平成 21 年度より表彰している「情報通信エンジニア優良団体表彰」を、情報通信設備
協会会員企業から５社が受賞いたしました。

順位 法人名 有資格者数 支援内容
1 扶桑電通 株式会社 50

申請料、
更新料
共に
全額会社負担

2 株式会社 TOSYS 45
3 NDS 株式会社 35

4 大和電設工業 株式会社
（本社：京都市） 28

5 株式会社 日立システムズ 26

（左から）遠藤氏、小川代表取締役
社長

（左から）伊藤代表取締役社長、
佐藤取締役 NTT事業本部長
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■通常会員

◎　会社名　　株式会社Ｔ２ｅ　　
　　　　　　　（平成28年1月22日入会）　　
　　所在地　　東京都千代田区　　
　　代表者　　向井　徹　　
　　TEL　　　03-5835-0122
　　事業内容　システム開発及び通信システム施工
　　URL　 　  http://www.t2e.jp

◎　会社名　　カワミツ産業株式会社
　　　　　　　（平成28年2月9日入会）　
　　所在地　　広島県廿日市市
　　代表者　　阿野　泰樹
　　TEL　　　0829-32-5050
　　事業内容　光通信機器及び関連部材の販売、
　　　　　　　電気・電気通信設備の設計、構築、保守
　　URL　 　  http://www.kawamitu.co.jp

◎　会社名　　株式会社三恵システム　　
　　　　　　　（平成28年1月22日入会）　　
　　所在地　　長野県長野市　　
　　代表者　　中尾　一喜　　
　　TEL　　　026-221-8900
　　事業内容　電気・電気通信設備設計・施工・管理・保守
　　　　　　　ネットワークシステム設計・
　　　　　　　コンピュータシステムソフト開発
　　URL　 　  http://www.sankei-sys.com

◎　会社名　　株式会社テレスタッフ　　
　　　　　　　（平成28年2月15日入会）　　
　　所在地　　群馬県高崎市　　
　　代表者　　小林　利弘　　
　　TEL　　　027-370-8181
　　事業内容　電気通信設備施工・保守
　　　　　　　ネットワーク工事、人材派遣

新会員（平成28年1月1日~平成28年2月29日）
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日本の学校は新学期が4月であるこ
とから、その流れで育ってきた私も4月
は何か新しい事を始めたくなる時期に
なります。仕事では新年度に向け、今
年度の反省と来年度の計画を考える
時期だと思いますが、公私共にまだ計
画を立ててない方は、生活、趣味、資
格、勉強等何か小さな事でも新しい
事を見つけて、生活にメリハリをつけ
てはどうでしょうか。目標は少しずつ
ハードルを設けて、一つクリアできたら
自分に小さなご褒美をあげながらで
すとストレス無く目標に進めると思いま
す。
　ITCAでも機関誌に関して新しい
事を始めます。3月よりHPにITCA機
関誌のアンケートバナーを開設いたし
ますので、皆様のご意見・ご感想をお
待ちしております。

（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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