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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

一般社団法人  情報通信設備協会
理事長　井上　剛毅

平成28年度の事業運営について
～財務基盤の確立と更なる発展に向けた取組みを～

会員の皆様には、日頃より協会の活動に対しご理解とご
支援を頂き感謝申し上げます。
　また、各地方本部、支部の役員をはじめ、携わる皆様に
は、協会事業の推進にご尽力下さいまして厚くお礼申し上
げます。

　さて昨年 27 年度におきましては、協会運営を見直す具
体策として、懸案でありました本部事務局の移転、Web
会議の導入や、財務基盤確立に向けた委員長会議答申に答
えるべく検討し、これまでの赤字体質からの脱却を図るた
め取組みを進めてまいりました。移転に伴う費用等、一時
的な費用増はありましたが、27 年度決算は、当初予算に対
し赤字額が 380 万円程縮小する見込でございます。改めて
各地方本部の皆様のご協力に感謝申し上げます。
　また、平成 24 年から「一般社団法人　情報通信設備協会」
としてスタートして 4 年が経過致しました。この移行時に
国に届け出た公益目的支出計画（①情報通信設備に関する
技術者の育成及び育成の支援、②情報通信設備に関する各
種情報の収集及び周知、③情報通信設備に関する調査研究
及び周知）は、公益目的財産約 1.8 億円を平成 31 年度末ま
でに、公益目的事業に使用・消費する予定で認可を受けた
ものであり、27 年度末見込では約 6 割強まで進捗しており、
28 年度以降の状況を踏まえますと、概ね順調に推移致して
おります。

これまでの 27 年度の取組みを踏まえまして、去る 3 月
16 日の理事会において平成 28 年度の事業計画が決定され、
28 年度の事業活動がスタート致しました。28 年度予算は、
27 年度見込から主に本部・地方本部事務局に係わるコスト
や、研修方法の見直しに加えて、Web 会議導入による大
幅な旅費、宿泊費が削減されるなど、将来の黒字化に向け
た展望が持てる事業計画であり予算となっております。

28 年度の事業運営の柱としては、これまでの取組みを
継続するとともに、以下の項目に重点を置き、取組みを進
めて参りますので、よろしくご協力お願い致します。

①会員の拡大……
25 年度まで純減傾向でありましたが、26 年度以降会
員減少に歯どめが掛かり、会員微増傾向となっており
28 年度も引続き会員拡大に取組みます。

②研修の充実……
「情報ネットワークプランナー資格認定研修」を e-
ラーニング、資格取得試験も Web 試験とし、会員各
社社員が自己のペースで自学自習できる受講し易い形
態で提供します。
また、今後 3 年間の資格更新希望者にも同様の形態で
提供します。
「無線 LAN 技術研修」は、アライドテレシスアカデ
ミー社と提携し、同社の商品、研修ノウハウ等を活用
した研修を実施します。

③情報提供の充実……
4 年目を迎えた機関誌「ITCA」については、地方本部
からの掲載記事、研修案内等情報提供の増加等、掲載
内容を更に充実するとともに、HP 等を活用して、会
員に役立つ情報提供を行います。

④ビジネスチャンスの拡大……
ICT の世界に於いては、「IoT」「オフィス・ロボット」

「ビッグデータ」等、また、マイナンバー制度の導入、
2020 年の東京オリンピック・パラリンピック等を背景
に大きく変化しています。
このような状況の中、厳しい競争が生まれる一方、新
たなビジネスチャンスも生み出される可能性もありま
す。先程の技術・人材の育成・確保と共に、新たなパー
トナー連携・コラボレーション等の事業支援を行いま
す。

今後も厳しい経営環境が続きますが、協会の更なる発展
のため協会本部と地方本部が一体となって鋭意努力してま
いりますので、会員皆様方の一層のご支援、ご鞭撻を賜り
ますよう、宜しくお願い致します。

4月 14日に発生した「平成28年熊本地震」で被災されたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。
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地方本部だより

熱く燃える『四国の夏祭り』！
一般社団法人 情報通信設備協会 四国地方本部

事務局長　上原  昇

■松山まつり（愛媛）
昭和 41 年に松山市、松山商工会議所、南海放送、

愛媛新聞社の 4 社で主催した「松山おどり」がお祭
りの始まりです。

毎年 8 月 11 日～ 13 日の 3 日間開催され、「野球拳
おどり」「野球サンバ」のおどりを企業連や団体連
が市内中心部を練り歩きます。1 日目はサンバのリ
ズムで軽快に練り歩く「野球サンバ」で、それには
野球拳の踊りを振りに取り入れないといけない決ま
りがあります。2 日目と 3 日目は郷土芸能の野球拳
おどりが開催されます。最近はロック調のバージョ
ンがいくつかリリースされていて若者の参加が増え
ています。また、前後には松山港まつり（花火大会）
が三津浜港で開催され、数十万の人出でにぎわいま

す。（野球拳：1924 年伊予鉄道電気野球部が高商ク
ラブと野球の試合を行い敗戦、夜の懇親会における
宴会芸で、昼の敵を取るべく披露した演技が始まり）

■さぬき高松まつり（香川）
昭和 39 年にそれまで行われていた「高松港祭り」

と「盆踊り大会」を統合し、「さぬき高松まつり」と
して誕生しました。毎年 8 月 12 日～ 14 日の 3 日間
開催され、主な行事は、花火大会、総おどり、おま
つり広場での各種イベント等で大いに盛り上がりを
見せます。

総おどりは 13 日に市内中央公園で前夜祭が行われ、
最終日に夜の本番が行われます。国道 11 号中央通り
会場では伝統民謡「一合まいた」（讃岐の人々に古く

夏はまだまだ先ですが、夏と言えば、「祭り」がイメージされ、四国も各地の地域、場所でさまざまな夏祭りが開催
され、地元の人や多くの観光客等でにぎわいます。
四国の夏祭りといえば、特に徳島「阿波踊り」高知「よさこい祭り」が全国的に知名度も高く有名で、開催期間中は
全国各地から大勢の観光客が押し寄せます。
四国４県の県庁所在地で行われる「夏祭り」について、ご紹介いたします。

野球サンバ

野球拳おどり

総おどり

花火大会「どんどん高松」
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から親しまれている盆踊り唄で、豊作を祝う唄）を
現代風にアレンジした「さぬき高松まつりのテーマ」
にあわせて一元放送連が演舞し、高松市役所前では
各自、自由なオリジナルテーマで踊る自由連が演舞
します。

■よさこい祭り（高知）
毎年 8 月 9 日（前夜祭）10 日、11 日（本番 2 日）

12 日（後夜祭、全国大会）の 4 日間、高知市内 9
カ所の競演上、7 カ所の演舞場で約 200 チーム、約
20,000 人の鳴子をも持った踊り子が工夫を凝らし、
地方車（それぞれの踊り子隊の先頭を行く華やかに
飾りつけしたトラックのこと）を先頭に市内を乱舞
する南国土佐の真夏のフェスティバルです。

昭和 29 年、当時の不景気風を吹き飛ばし、市民の
健康と繁栄を祈願し、併せて夏枯れの商店街振興を
促すため高知商工会議所が中心となり行われたのが
始まりです。

第 1 回の参加人数は 750 人、参加団体は 21 団体で
ありましたが、第 30 回には踊り子人数が 1 万人を突
破し、その後も増え続け、今や 2 万人規模となって
います。

楽曲も自由でサンバ、ロック、ヒップポップ、演
歌、フラメンコ等々、各々のチームが趣向を凝らし
た楽曲と振り付けを披露しますが、ルールがあり鳴
子を持った振り付けとし、曲のアレンジは自由です
が、よさこい踊りのメロディーを入れることとなっ
ています。

先頭を行く地方車はそのチームのシンボルであり、
華やかな飾りつけを行いますが、装飾を担当する看
板職人は数日前から徹夜で仕上げます。いざ、踊り
が始まると、その上はライブステージになり、ボー
カルによるマイクパフォーマーやギター、和太鼓等
が鳴り響き祭りを一層盛り上げます。

8 月 9 日には花火大会もあり、期間中延べ 100 万
人の人出でにぎわいます。
 
■阿波踊り（徳島）

約 400 年の歴史をもつ徳島の夏の風物詩。8 月に
なると徳島各地で阿波踊りが開催されますが、中で
も突出した規模と知名度を誇るのが徳島市の阿波踊
り。毎年 8 月 12 日～ 15 日の 4 日間、軽快で陽気な
お囃子にのって踊り手が街に繰り出し、「踊る阿呆に
見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損々」と踊り出せば、
見物客も浮かれ飛び入り、約 10 万人が踊る阿呆と化
します。また、期間中は延べ 135 万人の観光客が集
まります。

メイン会場は市の中心部の公園や通りに設けられ
た演舞場・おどり広場・おどりロード・まちかど広
場で、有料演舞場と無料演舞場があり、有料演舞場
では有名連（※）およびタレントを含む企業連が優
先されてるようです。（※連：踊りのグループ）

踊りには、「男踊り」と「女踊り」があり、男踊りは、
腰を低く落とし豪快に、あるいは滑稽に踊り、女踊
りは、内股に立ち両手を高く上げ、しなやかに踊り
ます。

地方車（じかたしゃ）

よさこい祭り

阿波踊り「女踊り」

阿波踊り「男踊り」
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業界ニュース　2月 

　NTTコミュニケーションズ㈱は、インターネット接続サービス「OCN」の利用者などを対象に、2016年2月1日より「マルウェ
ア不正通信ブロックサービス」を無料で提供開始した。本サービスは、マルウェアが外部の C&C サーバーと通信を行おう
とすると、通信の内容（宛先情報）からそれを検知し、アクセスを遮断することでお客様の被害を防ぐものである。通信の
宛先情報の基づいて不正な通信をブロックするサービスを提供することは、国内の事業者として初めての試みである。なお、
お客様によるお申し込みや設定は一切不要で、対象サービスをご利用のすべてのお客様に対して無料で提供する。

NTTコミュニケーションズが国内 ISPとして初めて、マルウェアによる情報漏洩から利用者を守る
「マルウェア不正通信ブロックサービス」の無料提供を開始

　IDCJapan ㈱は、国内中堅中小企業 IT 市場の 2016 年～ 2019 年の市場予測を発表した。2016 年の国内中堅中小企業 IT 市場に
おいては、国内経済が堅調に推移し、業績の回復によって、システム刷新／新規開発に着手する中堅中小企業が増加することから、
市場規模は 3 兆 8,833 億円で前年比 2.3％とプラス成長を予測している。産業分野別では、製造業において自動車、機械などの大
手企業と取引する部品メーカーで積極的な IT 支出が継続しているほか、流通業でも顧客管理など情報系システムへの投資に加
えて、今後「消費税増税（軽減税率）対応」のための IT 支出も見込まれる。情報サービス業ではインターネットサービス業に
おいて積極的な IT 支出が継続していることから、これらの産業分野では比較的高い成長率を予測している。

IDCJapanが国内中堅中小企業 IT市場予測を発表

ソニー㈱は、欲しいボタンをまとめて複数の機器を手軽に操作できるリモコン「HUIS（ハウス） REMOTE CONTROLLER」
を販売開始した。本製品は、家庭にある家電機器のリモコンから、必要なボタンだけをピックアップしてまとめ、1 つのリモコ
ンで複数の機器をスムーズに操作できるリモコンである。操作面にはボタンではなく電子ペーパーのディスプレイを用いており、
画面のアレンジや切り替えも簡単に行える。E コマースのサイト「First Flight」にて販売を開始した。

ソニーが欲しいボタンをまとめて複数の機器を手軽に操作できるリモコン
「ＨＵＩＳ ＲＥＭＯＴＥ ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ」オンライン販売開始

　㈱オプティムと MRT ㈱は、国内初となるスマートフォン、タブレットを用いた遠隔診療サービス「ポケットドクター」
を発表した。本サービスは、全国 1,340 の医療機関が賛同して 2016 年 4 月よりサービスを開始した。

本サービスは、オプティムの持つリモートマネジメントテクノロジーを遠隔診療サービス向けに必要なあらゆる機能を取
り込み再構築したテクノロジーと MRT が培ってきた医療情報および医師、医療機関のネットワークを組み合わせることで、
医療を必要としている人々と遠隔地にいる医療の専門家をつなぐサービスである。従来の電話を利用した診療では、相談者
が話す内容でしか症状を判断できなかったが、本サービスでは、手元のスマートフォンやタブレットに搭載されているカメ
ラやウェアラブル機器を利用することで、医師は相談者の顔色や患部の状況、ウェアラブル機器から収集される様々なバイ
タルデータを確認することが可能なため、より具体的なアドバイスや診療が行える。

オプティムとＭＲＴが国内初となるスマホ・タブレットを用いた遠隔診療サービス「ポケットドクター」を発表

富士ゼロックス㈱は、自社のドキュメントハンンドリング・ソフトウェア「DocuWorks（ドキュワークス）」を活用し、
中小規模事業所における各種申請や報告業務を効率化するための「申請・報告ソリューション」を提供を開始した。本ソ
リューションは、申請書・報告書のフォームを一元管理し、従業員による申請・報告から受付部門の受理までを迅速に行える。
DocuWorks のお仕事バーを使った簡単な操作で、必要なフォームの取り出し、申請書・報告書の作成、捺印、文書トレイを
通した受付部門へ提出、といった一連の業務を電子化する。全従業員が必要な申請・報告業務を電子文書で行うことにより
DocuWorks の活用が拡大、オフィスのペーパーレス化の促進につながる。

富士ゼロックスが中小規模事業所における申請・報告業務の標準化・電子化を
ソフト・ノウハウ・設定サービスで支援

ダイキン工業㈱は、人に負担をかけずに生体情報を測定する独自のセンジング技術「Ainitmo（エアリトモ）」を応用し、座っ
ているだけで心拍情報を測定できるオフィスチェア型センサーを開発した。三菱地所㈱が東京・大手町にオープンするビジ
ネス交流施設「3 × 3 Lab Future（サンサンラボフューチャー）」の次世代オフィスゾーンに本センサーを設置し、空調や照
明などによる室内環境の変化とオフィスで働く人の心拍変動の相関を分析する。本センサーは、座面に埋め込んだチューブ
式の空気圧センサーが、座っている人の微かな体の振動の変化を検知する。信号処理することで、器具を身体に装着するこ
となく座っているだけで、心拍数の変化を瞬時に測定することができる。測定結果は、サーバーに蓄積され、1 回の充電で 1
週間連続して使用することが可能である。

ダイキン工業が心拍情報を測定するオフィスチェア型センサーを開発
～次世代オフィス環境の実現に向けた調査を開始～
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㈱ KDDI 研究所は、災害時を想定したメッセージ蓄積中継システムを開発し、携帯電話が使用できない孤立した被災地へ
無人航空機を利用して E メール（メッセージ）を届ける実証実験に成功した。KDDI 研究所は、小型のサーバと Wi-Fi 通信
装置を無人航空機に搭載し、無人航空機の物理的な飛行（移動）により E メールを運ぶことで、地上の被災状況によらずに
孤立した被災地まで迅速に駆けつけて、安否確認などの臨時の通信を確保するシステムを開発した。今回、本システムを利
用して、災害により携帯電話が使用できない孤立地域と、大きな影響を受けない非孤立地域を想定した二地点の間を、マル
チコプタ（回転翼型の無人航空機、ドローン）が飛行して E メールを送受信する実証実験に成功した。

ＫＤＤＩ研究所が無人航空機を活用したＥメール配送システムを開発
～災害時に孤立地域から安否連絡することを想定した実証実験に成功～

パーソナルメディア㈱は、廃棄あるいはリサイクルする PC サーバーからの情報漏えいを防ぐ新しいデータ消去ソフト「サー
バーディスクシュレッダー」を販売開始した。本製品は、サーバー用のツールでありながら、誰にでもすぐに使える操作性
を重視しており、技術的な知識がなくても、一般企業の情報システム管理担当者が安全かつ確実にサーバー上のデータを完
全消去することができる。また、ソフトウェアによる消去を行うので、データ消去後に HDD をフォーマットすれば、PC サー
バーとして再利用することが可能である。データ消去の実行記録を保存する消去作業ログ機能を搭載しており、IT 資産管理
を導入している企業において、廃棄記録のひとつとして活用することもできる。利用期限を設けた上でお求めやすい価格と
した「3 ヶ月版」と、利用期間に制限のない「無期限版」を販売開始した。

パーソナルメディアがＰＣサーバーからの情報漏えいを防ぐデータ消去ソフト
「サーバーディスクシュレッダー」を新発売

OKI は、ジェイエスフィット㈱との協業に基づく初の通信販売事業者向けオムニチャンネルソリューションとして、20 席
からのオールインワンエントリーモデルを販売開始した。OKI の国内市場シェア No1 のコンタクセンターシステム「CTstageⓇ」
とジェイエスフィットの通販基盤システム「C.Next Ⓡシリーズ」を組み合わせて販売開始する。ACD や IVR などの CTI 機
能および受注管理・顧客管理などの通販基幹機能に加えて、基本的な CTI 連携機能を標準で提供し、さらにカスタマイズに
より高度な CTI 連携を実現するソリューションを提供する。また複数チャンネルにまたがったお客様の情報を紐づけし分析
することにもカスタマイズにより対応する。たとえば、コンタクトセンターシステムや基幹システム、EC システムの情報を
統合し、分析することでお客様の状態に応じたオペレータ対応やプロモーション施策を実施し、顧客経験価値を高め売上利
益の向上につなげる。

ＯＫＩが通販事業者向けオムニチャンネルソリューションのオールインワンエントリーモデルを販売開始

NEC ネッツエスアイ㈱は、㈱自立制御システム研究所が開発・製造する量産型マルチロータヘリコプター（通称：ドローン）
「ミニサーベイヤー」の特約販売店契約を締結し、その機体の導入支援（販売、教育）から運用支援（操縦代行、点検・整備、
修理）までを含むトータルサービス「産業用ドローン（ミニサーベイヤー）活用サービス」の提供を開始した。本サービスは、
自社サポート網や修理サービス基盤を組み合わせ、ドローンに関する導入から点検、修理等のアフターサービスまで一貫し
たサービスである。さらに、提供したドローンの操縦トレーニングやフライト代行などのサービスも用意し、お客様のドロー
ン運用における安心・安全面に関する不安や課題を解決する。

ＮＥＣネッツエスアイが産業用ドローンに関する導入から運用までのトータルサービスの提供開始
～お客様の安心・安全なドローン運用をサポート～

プラネックスコミュニケーションズ㈱は、PC に接続された携帯電話の内部メモリを上書き・消去する「携帯万能　抹消シ
ステム」を発売した。最近はスマホ・ガラケーの中古販売が活況を呈し、また SIM フリー化に伴い国内の中古携帯電話を海
外で販売することも多くなってきている。しかし、買取時にお客様が消去したデータは悪意ある業者であれば復元可能なた
め、買い取った中古携帯電話・スマホからお客様の個人情報が漏洩しないよう万全のデータ消去が求められる。本システムは、
パソコンと携帯電話を各種 USB ケーブルで接続し、画面案内に沿って操作するだけで携帯電話の内部メモリを上書き・消去
して復元できないようにする。Android 端末や iPhone・iPad はもちろんのこと、ガラケーの消去にも対応しており、一括し
た運用が可能である。

プラネックスコミュニケーションズが万全のデータ消去をお約束する「携帯万能　抹消システム」を発売
～Ａｎｄｒｏｉｄ、ｉＯＳはもちろんガラケーまで対応～

㈱日立システムズは、量販店や専門店などの小売業向けに、スマートフォンやタブレットを活用して店舗業務の効率化やコ
スト削減を支援するサービス「スマートデバイス業務支援」を販売開始した。本サービスの活用により、携帯電話、内線・外
線、インカム、トランシーバーおよび業務端末などをスマートデバイス一台に集約できるため、携帯端末の調達、運用・管理
コストの削減が図れるほか、外出先からもインターネット経由での内線電話が利用できるため、通信コストの削減効果も期待
できる。また、本部からスマートデバイスに配信する指示や通達をタイムリーに現場で確認できるため、業務の効率化やコミュ
ニケーションの向上が図れる。さらに日立システムズのサービスインフラを活用することにより、端末の初期設定、運用フェー
ズでの予備機の管理・配送など、日立システムが一貫して対応するため、大幅なコスト削減と業務効率向上を実現できる。

日立システムズがスマートフォン、タブレットを活用したサービス「スマートデバイス業務支援」を販売
開始　～現場で携帯する複数の端末を１台に集約し、業務効率化とコスト削減を支援～
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パナソニックシステムネットワークス㈱は、新開発の 32 チャンネル集音アレイマイクと、IP 対応の全方位カメラとを組み合
わせることで、約 300 ｍ先から飛来するドローンを確認することができる「ドローン検知システム」を開発し、本システムの受
注を開始した。本システムは、32 個のマイクを円形に配置したマイクアレイ構成の「集音マイク」によって、ドローンの飛来音
を検知する。ドローン特有のローター回転音、風切音などを全方位マイクで検知する。32 個のマイクへの入力音信号が特定方向
に対して位相が揃う条件で信号加算を行い、ドローンの飛行音があれば信号強度が上昇することで検知する仕組みになっている。

パナソニックシステムネットワークスがドローン検知システムの受注を開始
～約３００ｍ先のドローンを飛来音で検知～

アンドール㈱は、文字データだけでなく CAD の図面データの検索にも対応した新製品「SearchManager Pro（サーチマ
ネージャープロ）」の販売を開始した。本製品は、ファイル名だけの検索ではなく、Office データ内の文章やファイル属性
を対象とした検索が可能で、素早く目的のデータを見つけることができる。また、図面データ（AutoCAD、CADSUPER、
SOLIDWORKS、CADSUPER　Works）も検索対象とすることができるので、過去の図面データ内に記載した図枠情報やコメ
ント・注記などを検索して、目的の図面をすばやく見つけることができる。さらに、「SearchiManager Pro」を設計現場で利
用する場合は SOLIDWORKS、CADSUPER Works のアセンブリデータに対応した参照管理機能やチェックイン・チェックア
ウト機能も搭載しており、簡易 PDM（Product Data Management）ソフトとしても利用できる。

アンドールが探しているデータがすぐにみつかるＣＡＤ設計の作業効率と品質を大きく向上する全文検
索ツールを発売開始　～ビックデータ活用時代を見据え、製造・設計業界に貢献～

ドコモ・ヘルスケア㈱は、リストバンド型活動計量「ムーヴバンドⓇ」の新商品として「ムーヴバンド3」を発売した。新商品は、
オムロン・ヘルスケア㈱の計測テクノロジーを採用しており、腕に着けるだけで、からだデータ（歩数、消費カロリー、移動距離、早
歩き・ジョギングなどのアクティブ時間、睡眠時間）を高い精度で計測できる。計測された歩数などのデータは、本体のディスプレイ
で確認ができるほか、対応アプリ「WM（わたしムーヴ） Ⓡアプリ」に自動転送され、スマートフォン上で、自分の活動や睡眠の状態
をグラフで確認することができる。また、本モデルは、スーツでもカジュアルなファッションでも合わせやすいシンプルなデザインに
こだわり、毎日24時間快適に身に着けられるよう、生活防水＆軽量設計で、バンド部分には肌触りの良いシリコン素材を使用している。

ドコモ・ヘルスケアが２４時間快適に身に着けることにこだわったウェアラブル
～リストバンド型活動量計の新製品「ムーヴバンド３」を発売～

NEC は、長岡技術科学大学の協力により、人間の耳穴の形状によって決まる音の反響を用いた新たなバイオメトリクス個
人認証技術を開発した。本技術は、マイクロホン一体型イヤホンを耳に装着し、耳の穴で反響したイヤホンの音をマイクから
収集することで、個人特有の耳の形状によって決まる音響特性を 1 秒程度で瞬時に測定する。また、音響特性から個人の判別
に有効な特徴量を抽出する独自技術により、高速かつ高精度な認証（認証率 99％以上）を実現する。本技術は、認証用機器に
体の一部をかざすなどの動作が不要なため、移動中や作業を行いながらでも、マイク一体型イヤホンを装着するだけで音を聞
くような自然な動作による常時認証が可能となる。

ＮＥＣが人によって異なる耳穴の形状を音で識別する生体認証技術を開発

大日本印刷㈱（以下、DNP）は、㈱フューチャーリンクネットワーク（以下、FLN）と協業して、自治体や商店街が推進
する地域通貨や地域共通ポイントの導入支援事業を開始する。本支援事業は、DNP が決済端末やクラウド環境で管理するシ
ステムの提供およびシステムと連動した新サービスの開発を行い、FLN は当サービスの各地域への販売と運営事務局を担う。
各地域とのつながりが深く、地域通貨や地域共通ポイントの運用実績を持つ FLN と、決済関係の高セキュリティなサービス
の開発・運用に強みがある DNP との協業により、効果的に自治体や企業等の負荷を低減する。

大日本印刷がフューチャーリンクネットワークと地域通貨や地域共通ポイントの支援事業を開始
～シンクライアント型スマートフォン決済端末とクラウドサービスで短期間での提供を可能に～

㈱リンクスインターナショナルは、 人気ゲーム「マインクラフト」Piper で電子工作を学ぶ、お子様向けの学習ツールボックス
を発売した。本製品は、実際のブレッドボードを使った電子回路工作をマインクラフト上でミニチュア再現可能である。また、学
習だけでなく通常のマインクラフトのゲームも楽しむことができる。すべてのパーツをゼロから組立てるエンジニアリングキット
仕様により、コンピュータを組み立てる工程を学ぶことができる。組み立てに必要なラズベリーパイ、液晶モニタ、バッテリーな
どがオールインワンとなり、届いたその日からマインクラフトを使って学習することができる。知育ツールとしても高い効果が認
められ、教育現場において多数の採用実績がある。コンピュータのしくみを理解し、想像力豊かで優秀なエンジニアの卵を育てる。

リンクスインターナショナルが人気ゲーム「マインクラフト」で電子工作を学ぶツールボックを発売
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富士通㈱は、コンシューマー向け愛犬見守りサービス「わんダント 2」を量販店にて 4 月下旬に提供開始した。
本サービスは、愛犬の様子をカメラとセンサーで見守る、「ユビキタスウェアわんダントチャーム」および「ユビキタスウェ

アわんダントステーション」をベースに、留守中の犬の行動や歩数、犬の幸せ度などを簡単にスマートフォンで確認できる「わ
んダント 2」アプリと、飼い主にとって役立つ様々な情報や飼い主同士のコミュニティーの提供など、ペットと暮らす楽しい
生活をサポートするネットワークサービス「わんダント TOWN」をセットで提供する。利用に当たっては別途「わんダント 2」
アプリのダウンロードが必要であり、アプリ本体およびアプリ内で提供する各サービスは無料で利用可能。

富士通が愛犬見守りサービス「わんダント２」を提供開始
～独自のセンサーアルゴリズムで愛犬の様子を細やかに把握～

KDDI ㈱、沖縄セルラー電話㈱は、au 携帯電話の新ラインアップとして、お子さまの安全と保護者の方の安心をサポート
する、国内初となる通話もできるキッズウォッチ「Mamorino Watch」を発売した。本製品は、国内初となる音声通話機能を
搭載したことで、電話でお子さまと会話を楽しめるほか、離れた場所にいて心配な時もお子さまの声が聞けて安心である。タッ
チパネルからの操作だけでなく、音声による操作補助機能を搭載することで、小さなお子さまでも簡単に通話や SMS（メッセー
ジ）を可能とする機能はもちろんのこと、鳴動とともに音声発信や居場所を保護者の方にお知らせする「防犯ブザー」を搭
載するほか、一定の距離以上離れるとアラームが鳴る「はなれたらアラーム」機能を搭載するなど、お子さまの居場所確認
や迷子防止機能を各種搭載しており、お子さま用の防犯グッズとしても最適である。

ＫＤＤＩが国内初！通話もできるキッズウォッチ「Ｍａｍｏｒｉｎｏ Ｗａｔｃｈ（マモリーノウォッチ）」発売開始

インフォテリア㈱は、タブレット・スマートフォンが上場企業でどのように活用されているのか、活用の実態・活用効果を
調査するため、2016 年 2 月に上場企業社員 1,000 名に Web アンケートを実施。タブレット導入状況は、「2015 年までに初期導
入 57％」「今後の導入予定あり」を含めると全体の 73％を占める。活用状況は、「充分活用されている 13％」「ある程度活用さ
れている」までを含めると 71％に達した。導入効果の第 1 位は「業務処理の改善、効率化」第 2 位は「社内コミュニケーショ
ン、情報共有の向上」第 3 位は「顧客への迅速な対応」となった。タブレットによる上場企業の「ワークスタイルの変革」が
着実に進行し、高い活用効果が現れていることが分かった。

インフォテリアが上場企業におけるタブレット利用動向に関する調査結果を発表

NEC ソリューションイノベータは、睡眠習慣の改善を支援するスマートフォンアプリ「睡眠日誌」を、Google Play で無償
公開した。NEC ソリューションイノベータでは、働く人のこころとからだの健康を ICT で支える取り組みの 1 つとして、人々
の生活に大きく影響する「睡眠」を対象とし、「不眠のための認知行動療法（Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia、以下
CBTi）」の専門家である早稲田大学人間科学学術院　岡島義　助教との共同研究を進めている。本アプリは、CBTi の基本で
ある睡眠状況の記録を行うシンプルなツールで、毎日の睡眠を記録することで、睡眠状況を簡単に把握できる。更に、本アプ
リが提供する「快眠のヒント」から得た知識をもとに、記録した睡眠状況を振り返ることで、利用者自身でよりよい睡眠習慣
を見つけ出すことができるようになる。

ＮＥＣソリューションイノベータがスマートフォンアプリ「睡眠日誌」を Google Playで無償公開
～睡眠習慣の改善を支援～

　㈱タニタは、防災用緊急笛一体型の 3D（3 軸加速度）センサー搭載歩数計「歩イッスル（ホイッスル）FB-738」を発売した。
本製品は、雑音の中でも周囲に聞こえやすいように、高さの違う 2 種類の音を同時に発生させ、子どもや女性、高齢者などの
弱い息でも、住宅用火災警報器よりも大きい 100 デジベル以上の音を出して携帯者の位置を知らせることができる。また、身
に付ける場所を選ばない 3D センサー搭載歩数計なので、付属のストラップで首から下げて使えば、いざという時にはすぐに笛
を吹いて助けを呼ぶことができる。電気式のブザーと異なり、電池切れや電気的な故障の心配もない。本体サイズは、幅 81mm、
高さ 34 mm、奥行 14.5 mm で、重量は約 28 グラム（電池、ストラップ含む）、初期設定なしで使用でき、99999 歩までの計測・
表示が可能。カラーはイエローブラックの 2 種類。価格：3,000 円（税別）

タニタが防災用緊急笛一体型の歩数計「歩イッスル（ホイッスル）FB-738」を販売開始
～いざという時に役立ち、日常使いができる防災アイテム～

ニフティは、スマートフォンで固定電話番号が使える法人向け通話サービス「ShaMo! By NIFTY Cloud」を提供開始した。
2016 年 4 月中旬に東京 23 区内（03 番号）で Android 版の提供を開始し、iOS 版は 6 月提供予定。また 7 月以降、提供地域を全
国主要 14 地域（札幌市、仙台市、さいたま市、横浜市、川崎市、千葉市、東京 23 区、東京都多摩地区、名古屋市、京都市、大
阪市、神戸市、広島市、福岡市）に拡大する予定。本サービスは、初期費用無料で、代表電話番号と内線通話可能な直通電話番
号をスマートフォン 1 台につき月額 900 円（税抜）から利用できる。固定回線の契約や開通工事、ゲートウェイ機器や PBX の設置、
社給スマートフォンの手配が不要なため、小規模企業や個人事業主でも安価かつ容易に固定電話番号や内線システムを導入する
ことが可能である。社員の私有スマートフォンをそのまま業務に活用する BYOD（Bring Your Own Device）対応にも適している。

ニフティがスマホで固定電話番号が使える法人向け通話サービス「ShaMo! By NIFTY Cloud」を提
供開始～アプリのインストールとウェブ申し込みで、東京０３番号での発着信が可能～
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総務省と経済産業省では、平成 28 年 6 月 1 日を期日として、平成 28 年経済センサス活動調査を実施します。
経済センサス活動調査は、全産業分野の売上（収入）金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、
我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所・企業を対象とす
る各種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。詳細は、経済センサス活動調査ホームページをご
覧ください。

特集

総務省と経済産業省が平成２８年６月１日を期日として
経済センサス－活動調査を実施

～あなたの調査票で日本経済の「いま」を明らかに！～

■調査の期日
　平成28年 6月1日現在で行います。

■調査の対象
　全国すべての事業所・企業が対象となります。

■調査の方法
　事業所の形態により、２種類の方法のうち、いずれ
かで行います。

①支社などがない単独の事業所には、調査員が訪問
して調査票を配布。

②支社などがある企業等には、国が本社などに傘下
の支社分の調査票をまとめて郵送。

■主な調査事項
　名称及び電話番号、所在地、経営組織、従業者数、
主な事業の内容、消費税の税込み記入・税抜き記入の
別、売上（収入）金額、費用総額及び費用項目、事業
別売上（収入）金額、電子商取引の有無及び割合　など。

■調査実施の流れ
　調査員調査（主に単独事業所及び新設事業所）、直
轄調査（主に支社を有する企業等）の２つの方法で実施。

■調査の回答方法
≪調査員調査≫

支社のない単独事業所、新設事業所など。
都道府県知事が任命した調査員が事業所に調査票を

配布し、インターネットによる回答又は記入済みの
調査票を回収する方法により行います。

≪直轄調査≫
企業の本社などに傘下の事業所の調査票を一括して
郵送し、インターネットによる回答又は記入済みの
調査票を郵送で回収する方法により行います。

■報告の義務
　調査への回答は「統計法」（平成19年法律第53号）
という法律で義務づけられています。
　正確な回答をいただけないと経済の実態を正確に把
握できないため、本当に必要な施策が実施できなくな
るおそれがあります。このため、この調査には「統計法」
という法律に基づき、回答する義務（報告義務）とこ
れに反したときの罰則が定められています。

■調査結果の公表
　インターネット、刊行物及び閲覧により公表します。
速報集計結果（産業共通事項に係る集計結果）は、平
成 29 年 5 月までに公表します。
　確報集計結果（すべての調査事項に係る集計結果）
は、平成 29 年 9 月以降に順次公表します。

■調査結果の利用
　調査の結果は、政策決定や経営計画を行う上での基
礎資料として利活用されます。
　また、「我がまちの飲食店の数」や「○○屋さんの
比率全国何位」など、今まではわからなかった、地域
のための資料としても利用することができます。

■秘密の保護
　すべての情報は保護されます。回答いただいた内容
は統計作成のためだけに用いられます。

■経済センサス活動調査ホームページ
　http://www.e-census2016.stat.go.jp/

（出典：経済センサス活動調査 HP　http://www.e-census2016.stat.go.jp/）
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■調査の日程
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昨年 12 月 9 日、日本通信の福田尚久社長は NTT
ドコモを訪れ、自社の HLR ／ HSS をドコモのネッ
トワークとつないで回線交換や VoLTE による音声
通信サービスを提供したいと申し入れた｡ 総務省が
11 月に HLR ／ HSS 連携を ｢開放を促進すべき機能｣
と位置づける方針を打ち出したことを受けたもので、
HLR ／ HSS 連携の実現に向けた MVNO と携帯電話
事業者との協議がいよいよ本格化する。
　HLR ／ HSS 連携は、多様な MVNO サービスを可
能にするといわれている。例えば、日本通信はこの
協議を通じて月額 980 円程度の安価な音声定額サー
ビスの実現を目指しており、福田社長は ｢できれば
2016 年中にサービスインに持っていきたい｣ と意欲
を見せる。
　しかし、MVNO 関係者の中には、早期に合意が成
立するのは難しいと見る向きも少なくない｡  IIJ の
佐々木氏は ｢パブリックコメントなどを見ても、ド
コモと MVNO のスタンスは大きく離れている｣ と指
摘する。
　実際、日本通信は 11 年からドコモに HLR ／ HSS
連携を求めているが、交渉はこれまでほとんど進展
してこなかった。

■ IoTサービスの展開も
HLR ／ HSS は、それぞれ 3G と 4G で使われる

Home Location Register、Home Subscriber Server の

略称で、日本では｢加入者管理機能｣とも呼ばれている。
　実体は STM カードに記録されている電話番号や
IMSI（電気通信番号）などの情報を管理しているデー
タベースで、どの交換機が所管する基地局に携帯電
話が接続されているかを把握したり（位置登録）、サー
ビスヘの接続を許すかどうかを制御する（認証）役
割も担っている。携帯電話サービスの要となる装置だ。
　MVNO は携帯電話事業者から貸与された SIM カー
ドを使ってサービスを行っているが、HLR ／ HSS を
持つことで、自ら SIM カードを発行でき、HLR ／
HSS の機能を活用した独自のサービス提供も可能に
なる。
　海外では 2010 年代初頭から携帯電話事業者とレイ
ヤ 2 接続し、自ら HLR ／ HSS を持ってサービスを
行う MVNO が登場している。これらは、従来型の
MVNO（ライト MVNO）に対して、｢フル MVNO｣
と呼ばれ、欧米を中心に 40 社以上のフル MVNO が
いると見られる。（図表１）
　フル MVNO の主要なサービスの 1 つが、複数の国
の携帯電話事業者と契約を結び、ローカル料金で通
信ができるようにする ｢マルチカントリー SIM｣ と
呼ばれるもの。1 枚の SIM に複数の番号を書き込む
ことで実現している。
　もう 1 つ多く展開されているのが M2M ／ IoT 向
けサービスだ。 IIJ の佐々木氏によれば、｢米国では
M2M/IoT 向けサービスを提供する MVNO が HLR

業界特集

総務省の HLR╱ HSS連携の促進方針を受けて、ドコモと日本通信との協議が始まった。日本通信は意欲的な
サービスプランを打ち出しているが、実現には課題も残る。

文◎藤井　宏治（IT通信ジャーナリスト）

ＨＬＲ／ＨＳＳ連携で何が変わるか？
グローバルとＩｏＴに可能性

（図表1）フルMVNOのコンセプト
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／ HSS を持ち、ユーザー自身で回線の休止などが行
える柔軟なサービスを提供しているケースもある」
という。また、自ら SIM を発行することで、M2M
／ IoT 分野で多用されると見られる組み込み SIM や
ソフトウェア SIM への対応が容易になるという利点
もある。
　では、HLR ／ HSS 連携の実現により、日本ではど
のようなサービスが登場することになるのだろうか。
　日本通信は携帯科金 TF のヒアリングで、MVNO
が HLR ／ HSS を持つことで図表2のようなアプリ
ケーション ･ サービスが実現できるとアピールした。
これを見ると、海外で展開されているマルチカント
リー SIM や M2M ／ IoT 向けサービスの実現も日本
通信は想定していることがわかるが、同社が実現に
向けて最も注力しているのは次の 2 つのサービスだ。
　1 つがデュアルネットワークサービス。これは、
SIM に 2 つの番号を登録し、通信品質が悪化した場
合は自動的に別のネットワークに切り替えられるよ
うにするもの｡ 同社が展開する無線専用線（レイヤ 2
接続を活用した閉域網サービス）に導入し機能向上
を図る。
　もう 1 つが冒頭の音声通信である。日本通信は、
HLR ／ HSS だけでなく IMS などの装置も自ら保有
することで回線交換／ VoLTE による電話サービスを
展開する考えだ。

■開発費の負担も課題に
とはいえ、HLR ／ HSS 連携の実現に向けたハード

ルは、決して低くはない。
　ハードルの 1 つがコストだ。ドコモの加藤薫社長
は 1 月の決算会見で HLR ／ HSS 連携の協議状況に

ついて ｢機能を具備するための一定の費用を負担い
ただく大原則の下、議論させていただいている｣ と
述べた。
　HLR ／ HSS 連携の実現にはドコモ網側の対応が必
須で、数億～ 10 数億円の費用が必要になる可能性が
あると見られている。MVNO 側にも HLR ／ HSS や
音声通信用の装置が必要だ。まずこうした投資に見
合う事業計画が立てられるかが問題となる。
　日本通信の福田社長は、仮想化技術の進展で設備
コストはかなり低くなっている、ベンダーファイナ
ンスの活用など初期投資を抑える方法もあるとする
が、懸念事項も残る。
　日本通信以外の MVNO の HLR ／ HSS 連携への意
欲が高まっていないことだ。HLR ／ HSS 連携を求め
る MVNO が他に出てこなければ、日本通信のコスト
負担はかなり重くなってしまう。

■ドコモは土管化を懸念
　HSS 連携の実現に向けた最も高いハードルは、
HLR ／ HSS 連携に対する認識の違いだ。
　日本通信は、HLR ／ HSS 連携を実現すると同時に
音声通信に必要な回線交換ネットワークを原価ベー
スの ｢接続｣ で調達して安価な音声通信サービスを
提供しようと考えている。
　現在でも重要な収益源である音声サービスを
MVNO に譲り渡すことになりかねないだけにドコモ
が慎重な姿勢を示すのは当然といえる。
　もう 1 つ、ドコモが HLR ／ HSS 連携で警戒して
きたことがある。
　11 年にドコモが情報通信審議会に提出した意見書
には、MVNO が HLR ／ HSS を保有することへの強

（図表2）日本通信が想定しているHLR╱HSS接続による新サービスの可能性

「携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース」（第2回）日本通信提出資料
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い懸念が記されている。
　意見書でドコモは ｢HLR ／ HSS 保有で MVNO の
IMSI の独自取得や、SIM の独自作成が可能になり、
MVNO 事業者が MVNE として（グーグルやアップ
ルといった）グローバルプレーヤーと格段に協業し
やすくなる｣ と指摘、これらが日本の携帯電話市場
へ進出し、ドコモの収益が大きく失われると訴えた。
　長期にわたって HLR ／ HSS 連携の交渉が進展し
なかった背景には、ドコモのこうした懸念があると
見てよい。
　海外のフル MVNO と同様の接続形態を取ることで、
自由度の高いサービス展開をしたいと考えている日
本通信とドコモの間にある溝を埋めるのは容易では
なさそうだ。
　両社の交渉が膠着し、MVNO サービスの多様化に
メドが立たなければ、総務省が新たな対応策を打ち

出すことになるかもしれない。

■禁止行為規制緩和も追い風に
　ただその一方で、HLR ／ HSS 連携の実現に向けて、
意外と早く事態が動き出す可能性もある。今年 5 月
21 日に施行される改正電気通信事業法で、ドコモに
課されている差別的取り扱い義務が緩和されるから
だ｡ 従来はすべての MVNO とイコールフッティング
で付き合う必要があったが、これによりドコモには、
特定の MVNO と組んで HLR ／ HSS 連携を活用した
サービスを展開する道が拓ける。
　MVNO の大半は、通信ネットワークのノウハウを
持ってない。MVNO と携帯電話事業者との協業も
HLR ／ HSS 連携によるサービス多様化の有力な手段
となる可能性がありそうだ。

（出典：テレコミュニケーション March 2016）
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新製品・新サービス

富士通がお客様の業務データを教材とした
実践的なデータサイエンティストの教育サービスを開始

富士通株式会社は､ ビッグデータの分析サービス ｢FUJITSU Intelligent Data Service データキュレーションサービス」
（以下､ データキュレーションサービス）を拡充し、富士通の経験豊富なキュレーター（データサイエンティスト）が講
師を担当する教育サービス ｢ビッグデータ活用実践講座｣ ｢ビッグデータ分析体験ワークショップ｣ の 2 つの講座を 2 月
17 日より提供開始しました。

■講座概要
１．「ビックデータ活用実践講座」（8週間）
①経験豊富なキュレーターが指導

第一線で活躍中の富士通キュレーターが、目標設定 ･
データ可視化 ･ 加工 ･ モデリングなどの一連のプロセ
スの実践を通して、ビッグデータの分析方法を直接指
導します。
②お客様の実際の業務データを教材として使用

実践的な分析スキルの習得のため､ 教材としてお客様
が実際に保有しているデータを使用し､ お客様の事業
所内の環境にて講座を実施します｡ 教育プランは､ そ
のデータの内容と､ お客様が目指すデータサイエン
ティスト像に合わせてカスタマイズします｡ また､ 講
座内でお客様のデータを使用して作成した分析プログ
ラムは､ お客様に提供します。
③キュレーターの分析手法を体系化したテキストを提供

富士通が ｢データキュレーションサービス｣ を通して、
蓄積し進化させてきたビッグデータ分析のための方法
論をまとめたテキストを提供します｡ 本講座では､ こ
のテキストに沿って ｢データ起点型｣ のビッグデータ
分析を実践します。
④特定のソフトウェアに依存しない分析環境での実践

特定の環境に依存せずに導入可能な Python などの分
析ツールを使用します。
⑤販売価格（税込）：「ビッグデータ活用実践講座」個別
見積

２．「ビッグデータ分析体験ワークショップ」（1日）
①経験豊富なキュレーターによる講義

第一線で活躍中の富士通キュレーターが講師を担当し、
ビッグデータ活用の要点を解説します。
②ビッグデータ分析プロセスを体験

キュレーターを配置した複数のグループに分かれ､ 身
近なデータについて予測モデルを作成し､ モデルの精
度を競い合いながら実践的なビッグデータの活用を体
験します｡ 専用のアプリケーションを使用し、「デー
タ起点型」の分析プロセスを短時間に凝縮して提供し
ます。
③ビッグデータ活用のためのフォローアップ相談会

ワークショップ後、キュレーターがお客様に実業務に
おけるビッグデータ活用に関する具体的な取組みにつ
いて提案します。
④販売価格（税込）：「ビッグデータ分析体験ワークショッ
プ」個別見積

■お問い合わせ先
富士通コンタクトライン（総合窓口）
TEL：0120-933-200
受付時間：9 時～ 17 時 30 分（土曜日・日曜日・祝日・

年末年始を除く）

講座名 ビッグデータ分析体験ワークショップ ビッグデータ活用実践講座
実施期間 1 日 8 週間（そのうち、10 回の講座を実施）

分析環境
当社が用意した環境を使用
　・環境構築は、当社で事前に実施
　　（Python など）

お客様環境を使用
　・環境構築は、講座内で実施
　　（Python、Jupyter、Hadoop/Spark など）

分析データ 当社が用意したデータ、またはお客様の業務データ お客様の業務データ

受講後の姿 データ活用により解決したい問題を設定できる
データ活用による効果をイメージできる

ビッグデータを活用した業務改善や新規ビジネスを提案でき
る

◎「ビッグデータ活用実践講座」スケジュール
※講座実施日以外は、講師から講座内で指示された
作業を行う。

※実施期間および、実施回数は応相談

◎「ビッグデータ分析体験ワークショップ」
　スケジュール



15

日立ソリューションズがフィールド業務における
スマートグラス活用の検証サービスを提供開始　

～施工・保守・点検業務における作業員を遠隔で支援～

株式会社日立ソリューションズは、施工や保守、点検作業などフィールド業務におけるスマートグラス（※ 1）活用の検証
を支援する「PoC（Proof of Concept、概念検証）サービス」と「プロトタイプサービス」を 2 月 15 日から提供開始
しました。
これらのサービスを活用することで、お客様は業務に応じた最適なスマートグラスの有効活用について検証を行い、そ
の結果をフィールド業務にフィードバックすることで作業員の業務効率向上や品質の確保を図ることが可能となります。

　昨今、建設業や設備保守業、製造業などでは、労働人口
減少による作業の安全や品質の確保、熟練者の技能継承
が課題となっています。そのような中、ウエアラブルデバ
イスを活用してこれらの課題に対応しようとする企業が増
えており、その性能や有効な活用方法を検証したいという
ニーズが高まっています。PoC サービスでは、現場の作業
員に対して映像と音声を共有してオフィスから遠隔指示す
る機能や作業状況の録画機能、作業手順を表示する機能な
どを備えた検証用環境を提供します。また、プロトタイプ
サービスではお客様の利用用途に沿ったユーザインタフェ
イスや機能追加を行うサービスを提供します。

（※ 1）スマートグラスとは眼鏡の形状をしたウエアラブルデバ
イスです。片眼および両眼などのタイプがあり、ディスプレ
イ、カメラ、マイク、スピーカー、WiFi 通信、GPS などの
センサーを搭載し、スマートフォンと同等の機能を有します。

■検証対象のスマートグラスの機種
Head-Mount-Display RM-L191A（株式会社日立 LG データ
ストレージ）
MOVERIO BT-200,MOVERIO Pro BT-2000（セイコーエプ
ソン株式会社）
Telepathy Jumper（株式会社テレパシージャパン）
Vuzix M100（Vuzix Corporation）
※上記以外の機種については個別見積りで対応します。

■PoCサービスの機能概要
　PoC サービスは、スマートグラスの活用を検討する企業
向けのサービスです。現場で発生するトラブルの回避や熟
練者の技能継承を想定した「作業遠隔支援機能」と、点検
作業の効率化や作業時の安全確保を想定した「作業手順支
援機能」をクラウド環境で提供します。

■提供価格
1．PoC サービス：500,000 円（税抜き、首都圏以外は別途

交通費が掛かります）
※インターネット接続に要する通信機器および通信費はお

客様の負担となります。
※クラウドサービスの提供期間は一ヶ月です。
※検証期間の延長、お客様のクラウド環境への構築などは

相談に応じます。
2．プロトタイプサービス：個別見積り

■お問い合わせ先
＜サービス紹介 URL ＞
　http://www.hitachi-solutions.co.jp/wpoc/
＜商品・サービスに関するお問い合わせ先＞
　https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/
　TEL: 0120-571-488
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NTT 東日本および NTT 西日本は、「災害用伝言ダイヤル（171）」（以下、本サービス）を 2016 年 3 月 18 日
（金）より機能拡充しました。

１．背景
　NTT 東西は、大規模災害発生時等の安否情報の伝達手段として、1998 年 3 月 31 日より本サービスを運用し、東
日本大震災では約 350 万回、運用開始から累計約 490 万回のご利用（※ 1）をいただいておりました。

（※ 1 ） 登録と再生の合計数（2016 年 2 月末時点）

　この度、利用者の皆さまのご要望やコミュニケーション手段の変化に対応し、2016 年 3 月 18 日（金）より「登
録可能な電話番号の追加」や「災害用伝言板（web171）との連携機能の追加」等、機能を拡充いたしました。

２．新たなサービス内容について
　新たなサービス内容は、以下の通りとなります。
　ご利用方法は【NTT 東日本・西日本 HP】をご参照ください。

　NTT 東日本 HP：https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20160308_01.html
　NTT 西日本 HP：https://www.ntt-west.co.jp/news/1603/160308a.html

■災害伝言板（web171）サービス内容
　下線部が変更点
 

NTT東日本と NTT西日本が
「災害用伝言ダイヤル（171）」の機能拡充

 ～登録可能な電話番号の追加や「災害用伝言板（web171）」との連携機能の追加～
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■ご利用イメージ
　「171」をダイヤルし、音声ガイダンスにしたがって伝言の録音・再生を行ってください。

伝言の録音・再生は、被災地の方の電話番号を使って行います。

 

３．利用料金
　NTT 東西の提供する加入電話、ISDN、公衆電話、ひかり電話から伝言を録音・再生する場合の通話料は無料（※ 2）

（※ 2）　その他の事業者の電話、携帯電話や PHS から発信する場合の通話料の有無等については各事業者にお問い合わせください。

４．その他
　より多くの方々に体験していただけるよう、以下のスケジュールで本サービスおよび「災害用伝言板（web171）」
を運用しています。なお、機能拡充後は 2016 年 4 月 1 日（金）から体験利用が可能となります。
 

５．お問い合わせ先
　局番なしの「116」
　受付時間：9 時～ 17 時（土・日・祝日も営業　年末年始　12/29 ～ 1/3 を除く）

2 
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(web171)」を運用しています。なお、機能拡充後は 2016年 4月 1日（金）から体験利用が可能となり
ます。 

 
 
５���い���� 

	 局番なしの「116」 
	 受付時間：9時～17時（土・日・祝日も営業	 年末年始	 12/29～1/3を除く） 



18

LAYCOM Layer & Computer

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

�サーバ・クライアント構築
Windows・Linuxサーバー

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

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

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

物理層全般に渡る設計・施工
をご提供いたします。

�����・��サポート
システム導入後のメンテナ
ンスサポート・障害対応・改
善提案をご提供いたします。
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平成28年度定時総会（第62回）のご案内

1．日　時
　平成 28 年 6 月 9 日（木）　午後 3 時 00 分から

2．場　所
メルパルク東京　4 階　孔雀の間
港区芝公園 2-5-20　　　電話 03-3433-7210
http://www.mielparque.jp/tky/tky01.html

3．次　第
第 62 回定時総会
議案　（1）平成 27 年度事業報告

（2）平成 27 年度決算報告
平成 27 年度監査報告

（3）平成 28 年度事業計画
（4）平成 28 年度収支予算計画
（5）役員の選任
（6）その他

4．懇親パーティー
　午後 5 時 30 分から　5 階　瑞雲の間
　会員とご来賓皆様の情報交換の場として、総会後、
引き続き懇親パーティーを開催いたしますので、奮っ
てご参加をお願いいたします。

5．お願い
　総会の成立には、定款第 17 条により正会員の過半数
の出席（または委任状）が必要です。
　総会にご出席いただけない場合は、4 月下旬にお送
りしました「第 62 回定時総会のご案内」に同封の「委
任状」にご署名、ご押印の上、5 月 20 日（金）迄にご
返送くださいますようお願いいたします。

6．問合せ先
一般社団法人情報通信設備協会　事務局
電話 03-5543-2250　　　http://www.itca.or.jp

7．会場案内図

　一般社団法人情報通信設備協会の第62回定時総会を下記のとおり開催いたしますので、会員の皆様の多数のご出席を
お願いいたします。

　上記の協会本部総会に先立ち、各地方本部の定時総会を次のとおり開催いたしますので、会員の皆様には地方本部総
会へのご出席も、よろしくお願いいたします。
　なお、詳細につきましては各地方本部からご案内いたします。

地方本部 月日 開会時間 会場 住所
関　東 5/23（月） 14:30 メルパルク東京 港区芝公園 2-5-20
信　越 5/18（水） 115:000 ホテルラングウッド新潟 新潟市中央区笹口 1-1
東　海 5/26（木） 14:30 ホテルグランヴェール岐山 岐阜市柳ヶ瀬通り 6-14
北　陸 5/24（火） 17:00 ホテル日航金沢 石川県金沢市本町 2-15-1
関　西 5/18（水） 14:00 中央電気倶楽部 大阪市北区堂島浜 2-1-25
中　国 5/20（金） 114:300 メルパルク広島 広島市中区基町 6-36
四　国 5/20（金） 15:30 ホテル JAL シティ松山 松山市大手町 1-10-10
九　州 5/13（金） 16:00 タカクラホテル福岡 中央区渡辺通 2-7-21
東　北 5/18（水） 115:000 ハーネル仙台 仙台市青葉区本町 2-12-7
北海道 5/19（木） 16:00 ホテルノースシティ 札幌市中央区南 9 条西 1 丁目

平成28年度地方本部総会開催日程



20

平成28年度本部研修のご案内

１．平成 28 年度本部研修開催一覧

　平成 28 年度の本部研修を次のとおり開催いたします。情報通信端末技術の基礎である LAN 技術者の育成と
スキルの向上を図るため、昨年度のコース内容を一部改修し、受講者や会員企業様のご意見ご要望を反映させて
内容の充実を図りコース設定いたしましたので、多数の皆様の受講をお願いいたします。

■中級ネットワーク技術者研修（情報ネットワークプランナーマスター資格認定試験）
開　催　日　程 募集人員 開催地 会　場

平成 28 年 6 月 22 日（水）～ 23 日（木） 10 名 広　島 中特会館
平成 28 年 7 月 13 日（水）～ 14 日（木） 10 名 福　岡 九州沖通信機株式会社
平成 28 年 7 月 27 日（水）～ 28 日（木） 20 名 東　京 U-AXIS ビル　会議室
平成 28 年 8 月 3 日（水）～ 4 日（木） 20 名 大　阪 中央電気倶楽部
平成 28 年 8 月 25 日（木）～ 26 日（金） 10 名 松　山 NTT 西日本−四国愛媛支店　別棟
平成 28 年 9 月 6 日（火）～ 7 日（水） 10 名 札　幌 NTT 北海道セミナーセンタ
平成 28 年 9 月 14 日（水）～ 15 日（木） 10 名 仙　台 仙台青葉カルチャーセンター
平成 28 年 10 月 6 日（木）～ 7 日（金） 10 名 金　沢 金沢流通会館
平成 28 年 10 月 19 日（水）～ 20 日（木） 20 名 名古屋 名古屋企業福祉会館
平成 28 年 11 月 16 日（水）～ 17 日（木） 20 名 東　京 U-AXIS ビル　会議室

■無線 LAN 研修（情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格認定試験）
開　催　日　程 募集人員 開催地 会　場

平成 28 年 6 月 24 日（金） 10 名 広　島 中特会館
平成 28 年 7 月 15 日（金） 10 名 福　岡 九州沖通信機株式会社
平成 28 年 7 月 29 日（金） 10 名 東　京 U-AXIS ビル　会議室
平成 28 年 8 月 5 日（金） 10 名 大　阪 中央電気倶楽部
平成 28 年 9 月 16 日（金） 10 名 仙　台 仙台青葉カルチャーセンター
平成 28 年 10 月 21 日（金） 10 名 名古屋 名古屋企業福祉会館
平成 28 年 11 月 18 日（金） 10 名 東　京 U-AXIS ビル　会議室

地方本部 開催地 会　　場 所　在　地
関　東 東　京 U-AXIS ビル　会議室 中央区入船 2-2-14　平野通信機材㈱ビル
東　海 名古屋 名古屋企業福祉会館 名古屋市中区大須 2-19-36
北　陸 金　沢 金沢流通会館 金沢市問屋町 2-61
関　西 大　阪 中央電気倶楽部 大阪市北区堂島浜 2-1-25
中　国 広　島 中特会館 広島市中区幟町 3-57
四　国 松　山 NTT 西日本−四国愛媛支店　別棟 松山市一番町 4-3
九　州 福　岡 九州沖通信機株式会社　会議室 福岡市南区井尻 4-28-18
東　北 仙　台 仙台青葉カルチャーセンター 仙台市青葉区一番町 2-3-10
北海道 札　幌 NTT 北海道セミナーセンタ 札幌市中央区南 22 条西 7 丁目

■会場所在地

■初級ネットワーク技術者研修　e- ラーニング版（情報ネットワークプランナー資格認定試験）
　本学習コースは、アライドテレシスアカデミー㈱が実施する e-Learning 版「はじめての TCP/IP」と同等です。

（サービス開始：平成 28 年 7 月より随時募集）



21

　平成 28 年度技術資格認定研修「初級ネットワーク技術
者研修」並びに「情報ネットワークプランナー」資格認
定試験を下記のとおり実施します。
　今年度より、上記研修及び資格認定試験は、e-ラーニ
ング、Web試験とすることにより、受講者の皆様が自宅
等で、自由な時間に、マイペースで受講できる形態と致
しました。
　また、この研修及び資格認定試験は、一般の方も参加
できますので、会員以外の方にもご案内をお願いします。

※「情報ネットワークプランナー」資格取得者は、平成
21年に協会が創設した「LAN認定制度」の適合条件
の一つである「情報ネットワークプランナーマスター」
の資格認定試験が受験できる「中級ネットワーク技術
者研修」の受講対象者になります。
※本コース学習は、アライドテレシスアカデミー（株）
が実施するe-Learning版「はじめてのTCP/IP」学習コー
スと同等です。　

1．コース名　初級ネットワーク技術者研修
　「情報ネットワークプランナー」の資格取得を目指します。
2．目的及び内容
　イーサネットや TCP ／ IP 等に関わる初歩的な技術を
習得し、ネットワークに従事する初級エンジニアの養成
を目指します。
3．対象者
　IP 系基礎技術の習得を目指す初級エンジニア、及びネッ
トワーク技術スキルが必要な営業・管理業務を遂行する
必要がある方に適した研修です。また、新人教育カリキュ
ラムとしても最適です。
4．研修カリキュラム（全学習就業時間数：約 4 〜 5 時間）

大分類項目 習得技術項目（中分類）
大分類１
ネットワークの基礎知識

通信の概要、ネットワークの変遷、
LANとWAN

大分類２
OSI基本参照モデル

OSI基本参照モデル概要、
物理層、データリンク層、
ネットワーク層、トランスポート層、
セッション層、
プレゼンテーション層、
アプリケーション層

大分類３
ネットワーク接続機器

ネットワーク接続機器の概要、
ケーブルとコネクタ、
リピータ、ブリッジ・無線LAN、
ルータ、マルチレイヤスイッチ、
エンドノード

大分類４
TCP／IPの構成

TCP／IPの構成、TCPの機能、
IPの機能、IPアドレス

大分類５
アプリケーション

HTTP、SMTP、POP、FTP、
Telnet、SIP、DNS、SNMP、DHCP、
Proxy、AAA

大分類６
ネットワーク仮想化

ネットワーク仮想化概要

Web 試験も、上記スキル分類に準じて出題されます。
5．学習方法

1）受講希望者の申し込み
平成 28 年度初級ネットワーク技術者研修・資格認定
試験申込書

2）受講キットの受領
受講キット同梱物（予定）
・e- ラーニングシステムへの登録 URL　登録用 ID
・学習テキスト（初級ネットワーク技術者研修）
・Web 試験用バウチャーチケット

注１）個人情報の登録が完了した時点で、学習期間が
開始されます。

　学習期間は、登録日から 90 日間となります。　
　90 日が過ぎると、学習 URL にアクセスができなく

なりますので、ご留意ください。
注２）Web 試験用バウチャーチケットの有効期間は、

チケット発行から 90 日までとなります。　
注３）LMS での個人受講管理サービスは、2017 年 3 月

末日となります。
　延長についての詳細は、2017 年 1 月頃にご通知させ

ていただきます。
6．資格試験と問題の形式

①認定資格：情報ネットワークプランナー
②問題形式：択一方式で筆記試験を実施し、問題数

70％以上の正解者を合格とします。
注）本認定資格は、アライドテレシスアカデミー株

式会社が設定する認定規格、「Net.Pro Association 
NW ★」と、同資格となります。

7．研修 ･ 試験等の料金
　①費用

・受講費用（Web 試験 1 回分・資格認定料を含む）
　会 員　14,040 円（税込）
　一 般　21,060 円（税込）

　再試験は別途費用が発生します。（Web試験のみ3,240
円税込／バウチャーチケット）　

②受講費用および認定料は、払込み後の返還は出来ま
せん。

8．申込受付期間
　受付期間： 随時（サービス開始：2016年 7月～未定）
　※ 受付期間を過ぎた場合は事務局にご相談ください。
9．申込方法
　協会ホームページから「研修・資格認定・講演会案内」
欄の研修案内から「申込書」を印刷し、必要事項をご記
入のうえ、郵送又は FAXでお送りください。
　①協会 HP　http://www.itca.or.jp/
　②郵送先　
　　〒 104-0042 東京都中央区入船 2-9-5　HK ビル 5F
　　 （一社）情報通信設備協会 事務局　
　　 TEL 03-5543-2250
　　 E-mail 65honbu@itca.or.jp
　③ FAX 送信先　03-5244-9711

　なお、８月以降からは、協会本部のホームぺージ
（http://www.itca.or.jp/）からの申込受付を予定してい
ます。

10．受講案内の送付
　申込受付後、受講案内書、受講料振込用「払込取扱票」
を送付いたします。
11．受講費用の払込
　「払込取扱票」を受け取り後、郵便局で振込んでください。
12．受講時に提出するもの
　6 ヶ月以内に撮影した顔写真を 1 枚（カラー、無帽、正面、
上三分身、無背景、枠無し、縦 4cm ×横 3cm）を用意し、
裏面に氏名を記入の上、受講時に提出してください。
13．試験結果の通知

試験結果は、全受験者にリアルタイムで通知します。
14．認定証の発行

認定証は、約 1 ヶ月で合格者に郵送いたします。
15．問合せ先
　一般社団法人情報通信設備協会　事務局　
　〒 104-0042 東京都中央区入船 2-9-5　HK ビル 5F
　TEL 03-5543-2250　FAX 03-5244-9711

２．平成 28 年度初級ネットワーク技術者研修のご案内　e- ラーニング版（情報ネットワークプランナー資格取得）
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　平成 28 年度技術資格認定研修「中級ネットワーク技術
者研修」並びに「情報ネットワークプランナーマスター
2016」資格認定試験を下記のとおり実施します。
　また、この研修及び資格認定試験は、一般の方も参加
できますので、会員以外の方にもご案内をお願いします。

※「情報ネットワークプランナーマスター」資格は、お客様
に安心・安全で信頼あるLANの施工・保守・運用サービス
を提供する会員企業を認定するため、平成21年に協会が創
設した「LAN認定制度」の適合条件の一つとなっています。

１．コース名　中級ネットワーク技術者研修
　「情報ネットワークプランナーマスター」の資格取得を
目指します。
2．目的及び内容
　LAN スイッチ（L2/L3）とブロードバンドルータを利
用したハンズオンセミナーです。インターネットマンショ
ンや企業ネットワーク等を想定した構築の基本を習得で
きます。
　YAMAHA ルータを利用したルーティングの概念を取
り入れています。
【使用機材】
※ L2/L3 スイッチ　アライドテレシス　CentreCOM9424T
　　　　　　　　　 Cisco　Catalyst3560-12PC
※ブロードバンドルータ　YAMAHA　RT107e

3．対象者
　情報ネットワークプランナー資格取得者。
　または、IP 系基礎技術習得者並びに同等の知識がある
方（概ね 35 才未満の初級エンジニア）に適した研修です。
　なお、実習では Ping、Teraterm などのツールの他 IP
アドレスなどネットワーク設定を行いますのでその知識
を有した方に適した研修です。
4．研修カリキュラム
区　別 9:00 ～ 17:00

第 1 日

●スイッチの構造と機能
● L2スイッチの機能
　L2スイッチでの構築概念
　　⇒　ポートベースVLAN
　　　　マルチプル VLAN
● Tag　VLAN（トランクリンク）
● YAMAHA ルータを使用したルーティング概念
　ルーティングテーブル
　　⇒　スタティックルート
　　⇒　ダイナミックルート（RIP）

第 2 日

●Ｌ3スイッチの機能
　L3スイッチでの構築概念
　　⇒　ルーティング
　　⇒　フィルタリング
　　⇒　端末設定
● DHCP機能
●認定試験　１６：００～

5．開催地・開催日時・募集人員
　開始時間：9：00～
開催地 開　催　日 試験日時 募集人員

東　京

平成 28 年
7 月 27 日（水）～ 28 日（木）

28 日（木）
16:00 20 名

平成 28 年
11 月 16 日（水）～ 17 日（木）

17 日（木）
16:00 20 名

名古屋 平成 28 年
10 月 19 日（水）～ 20 日（木）

20 日（木）
16:00 20 名

金　沢 平成 28 年
10 月  6 日（木）～  7 日（金）

7 日（金）
16:00 10 名

大　阪 平成 28 年
8 月　3 日（水）～  4 日（木）

4 日（木）
16:00 20 名

広　島 平成 28 年
6 月 22 日（水）～ 23 日（木）

23 日（木）
16:00 10 名

松　山 平成 28 年
8 月 25 日（木）～ 26 日（金）

26 日（金）
16:00 10 名

福　岡 平成 28 年
7 月 13 日（水）～ 14 日（木）

14 日（木）
16:00 10 名

仙　台 平成 28 年
9 月 14 日（水）～ 15 日（木）

15 日（木）
16:00 10 名

札　幌 平成 28 年
9 月  6 日（火）～  7 日（水）

7 日（水）
16:00 10 名

6．資格試験と問題の形式
①認定資格：情報ネットワークプランナーマスター
②問題形式：択一方式で筆記試験を実施し、問題数

70％以上の正解者を合格とします。
7．研修会 ･ 試験等の料金

①費用
・受講費用（認定試験料・資格認定料を含む）
　会　員　37,800 円（税込）
　一　般　51,840 円（税込）

②受講費用、認定料は、払込み後の返還は出来ません。
8．申込受付期間
　受付時間：各開催日の 2 週間前まで

※受付期間を過ぎた場合は事務局にご相談ください。
※受講者が定員に満たない場合は研修を中止すること

があります。
9．申込方法
　協会ホームページから「研修・資格認定・講演会案内」
欄の研修案内から「申込書」を印刷し、必要事項をご記
入のうえ、郵送又は FAXでお送りください。
　①協会 HP　http://www.itca.or.jp/
　②郵送先　
　　〒 104-0042 東京都中央区入船 2-9-5　HK ビル 5F
　　 （一社）情報通信設備協会 事務局　
　　TEL 03-5543-2250
　　 E-mail 65honbu@itca.or.jp
　③ FAX 送信先　03-5244-9711
10．受講案内の送付
　申込受付後、受講案内書、受講料振込用「払込取扱票」
を送付いたします。
11．受講費用の払込
 　「払込取扱票」を受け取り後、郵便局で振込んでください。
12．受講時に提出するもの
　6 ヶ月以内に撮影した顔写真を 1 枚（カラー、無帽、正面、
上三分身、無背景、枠無し、縦 4cm ×横 3cm）を用意し、
裏面に氏名を記入の上、受講時に提出してください。
13．試験結果の通知

試験結果は、全受験者に 1 ヶ月以内に郵便で通知します。
14．認定証の発行

認定証は、約 1 ヶ月で合格者に郵送いたします。
15．問合せ先
　一般社団法人情報通信設備協会　事務局　
　〒 104-0042 東京都中央区入船 2-9-5　HK ビル 5F
　TEL 03-5543-2250　FAX 03-5244-9711

３．平成 28 年度中級ネットワーク技術者研修のご案内（情報ネットワークプランナーマスター資格取得）
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　「平成 28 年度無線 LAN 研修」を下記の通り実施します。
　また、一般の方も参加できますので、会員以外の方にもご
案内をお願いします。
※本コース学習は、アライドテレシスアカデミー（株）が実施
する「無線LAN基礎サーベイ・トラブルシューティング研
修」コースと同等です。　

１．コース名　無線 LAN 技術研修
　「情報ネットワークプランナー・ワイヤレス」の資格取得を
目指します。
2．目的及び内容
　近年 IEEE802.11n を拡張した、IEEE802.11ac をサポートし
た高速無線 AP の登場で、本格的に有線から無線へのネット
ワーク構築事例が多数見かけられるようになっており、その
勢いは増す一方であります。
　そこで、無線 LAN の構成やアクセスポイントの設定方法お
よび無線端末（ノート PC）の設定を含め、基本的な知識や技
術を、実習を通じて習得します。加えて、無線 LAN のネット
ワークを設計する折に必要な、サーベー技術、無線通信が抱
える主なトラブルシューティングをも実習の中に取りこみま
した。これにより、無線を用いたネットワークを、設計・構築・
運用に渡り学習できるコースとなっています。
　無線 LAN 装置を用いた、SE、CE、工事を職種とするエン
ジニアに向けたコースとなります。
3．対象者
　初級ネットワーク技術者研修の習得者レベルの受講者を前
提としています。本研修内容に一部、VAP 機能＋ VLAN S/
W 設定方法の説明部分も含まるので、中級ネットワーク技術
者研修の受講者であれば尚良いです。
4．到達目標
・無線 AP 機器の基本設定と MAC アドレスフィルタリング、

WPA を理解し、VAP を用いた形で AP とスイッチ VLAN
通信の設計・設定を習得します。

・無線サーベー（無線 AP の設置場所を確定するための調査
作業）を有料・無償（フリー）ツール実習を通じ無線 AP
設計作業を疑似体験し、無線システムで良く発生するトラ
ブルシューティングへの対応方法も習得することができま
す。

5．研修カリキュラム（開始時間：9：00 〜）
　本コースには、1 回分の本研修内容に準じた Web 試験バウ
チャーチケットが含まれます。

理論学習 実機演習
9:00-

　

午前

第 1 章　無線LANの現状
第 2 章　無線技術解説
第 3 章　MACアドレスフィ

ルタリング

実習 1　アクセスポイントの
基本設定

実習 2　無線 LAN 端末の
基本設定と確認

（MIHO, SSID, 
VAP）

実習 3　 MACアドレスフィ
ルタリングの設定
と確認

12:00- 昼食
13:00-

午後

17:00

第 4 章

第 5 章

第 6 章

第 7 章

VA を 用 い た
VLAN 間通信
無線 APを用いた
APクラスタ機能
無線構築　
サイトサーベイ

（事前調査）編
無線構築
トラブルシューティ
ング編

実習 4

実習 5

実習 6

実習 7

VAP を 用 い た
VLAN 間通信の
設定と確認
APクラスタ機能
の実習
サイトサーベイ実習
AirMagnet 
inSSIDer
無線トラブルシュー
ティング 

「無線 LAN が切
れる！」

「つながらない！」
「通信が遅い」
「無線 LAN が不
安定」 対応編

● Web 認定試験
＊研修終了後は、Web 試験（バウチャーチケットを発行）を

実施しますが、運用は 8 月からとなる予定であり 6 月～ 8
月の開催については、Web 試験のバウチャーチケットを配
布しますので、8 月以降各自自宅等で Web 試験を受験願い
ます。

　なお、Web 試験バウチャーチケットの有効期間は、研修日
から 90 日間となります。

6．開催地・開催日時・募集人員
開催地 開　催　日 募集人員

東　京
平成 28 年 7 月 29 日（金） 10 名
平成 28 年 11 月 18 日（金） 10 名

大　阪 平成 28 年 8 月 5 日（金） 10 名
名古屋 平成 28 年 10 月 21 日（金） 10 名
広　島 平成 28 年 6 月 24 日（金） 10 名
福　岡 平成 28 年 7 月 15 日（金） 10 名
仙　台 平成 28 年 9 月 16 日（金） 10 名

7．資格試験と問題の形式
①認定資格：情報ネットワークプランナー・ワイヤレス
②問題形式：択一方式で筆記試験を実施し、問題数 70％以

上の正解者を合格とします。
注）本認定資格は、アライドテレシスアカデミー株式

会社が設定する認定規格、「Net.Pro Association NW 
Wireless ★」と同資格となります。

8．受講料
①費用
　・受講費用（認定試験料・資格認定料を含む）
　　会員　32,400 円（税込）
　　一般　48,600 円（税込）
②受講費用は、払込み後の返還は出来ません。

9．申込受付期間
　受付期間：各開催日の 2 週間前まで

※受付期間を過ぎた場合は事務局にご相談ください。
※受講者が定員に満たない場合は研修を中止することがあ

ります。
10．申込方法
　協会ホームページから「研修・資格認定・講演会案内」欄
の研修案内から「申込書」を印刷し、必要事項をご記入のうえ、
郵送又は FAXでお送りください。
　①協会 HP　http://www.itca.or.jp/
　②郵送先　
　　〒 104-0042 東京都中央区入船 2-9-5　HK ビル 5F
　　（一社）情報通信設備協会 事務局
　　TEL 03-5543-2250
　　E-mail 65honbu@itca.or.jp
　③ FAX 送信先　03-5244-9711

なお、8 月以降からは、協会本部のホームページ（http://
WWW.itca.or.jp/）からの申込受付を予定しています。

11．受講案内の送付
　申込受付後、受講案内書、受講料振込用「払込取扱票」を
送付いたします。
12．受講費用の払込
　「払込依頼票」を受け取り後、郵便局に振込んでください。
13．受講時に提出するもの
　6 ヶ月以内に撮影した顔写真を 1 枚（カラー、無帽、正面、
上三分身、無背景、枠無し、縦 4cm ×横 3cm）を用意し、裏
面に氏名を記入の上、受講時に提出してください。
14．試験結果の通知
　試験結果は、8 月以降の全受験者には、リアルタイムで通知
します。
15．認定証の発行
　認定証は、約 1 ヶ月で合格者に郵送いたします。
16．問合せ先
　一般社団法人情報通信設備協会　事務局　
　〒 104-0042　東京都中央区入船 2-9-5　HK ビル 5F
　TEL 03-5543-2250  　FAX 03-5244-9711

４．平成 28 年度無線 LAN 研修のご案内（情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格取得）
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地方本部研修・セミナー　INFORMATION

関東

平成 28年度第 1回定例講演会（協賛：情報通信月間推進協議会）
日程 平成 28 年 5 月26日（木）

参加費 無料
時間 13 時 30 分～ 16 時 30 分（開場：13 時）

会場
メルパルク東京　４F　孔雀の間

（東京都港区芝公園 2-5-20　TEL:03-3433-7210）
 http://www.mielparque.jp/tokyo/

申込み
方法

関東 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：03-5244-9711

講演
内容

（1）「ICT 技術の変化と通信業界の課題」
    ～ IoT、AI、ロボットとSDN/NFV、5Gなどネットワー

クの大変化を見据える～
講師：株式会社リックテレコム
      取締役　編集長　土谷宜弘　様

（2）「IoT が創るビジネスの可能性とIoTビジネス参
入ポイント」

講師：スターティア株式会社
      ソリューション統括部
      システムインテグレーション部
      部長　長井洋平　様

問合
せ先

関東地方本部事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711
※詳細は関東地方本部ホームページ

（Http://kanto.itca.or.jp）をご覧ください。

関東

現場リーダーシップ研修
日程 平成 28 年 6 月22日（水） 定員 20 名（申込数が少ない場合は中止する事があります）
時間 9 時～ 17 時 受講料 １名　12,960 円（教材費・消費税込み）

会場
U-AXISビル 2 階 BCC（ビジネス･コミュニケーショ
ン･ センター）

（東京都中央区入船 2-2-14）

申込み
方法

関東 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：03-5244-9711

研修
内容

部下一人ひとりが自発的に行動し、高いチームワー
ク力を発揮しながら成果を出せる職場を作るために、
現場リーダーに求められる効果的なコミュニケーション
力を身につける。
カリキュラム①求められるリーダ像

②リーダーシップとチームワーク
③コミュニケーションスキルＵＰ！
④人材育成！こんな時はどうする？

講師：株式会社グローバル・アソシエイツ専任講師

問合
せ先

関東地方本部事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711
※詳細は関東地方本部ホームページ

（Http://kanto.itca.or.jp）をご覧ください。

対象者 職場長・職場リーダー又はリーダーを目指す人

関西

工事担任者研修（AI・DD総合種）
日程 平成 28 年 5 月10日（火） ～ 13日（金） 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 10 時～ 17 時 受講料 （会員）49,680 円　（非会員）74,520 円　税込

会場 大阪府和泉市テクノステージ 2-3-5  　　　　　　
（大阪府南大阪高等職業技術専門校）

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。　
FAX 送付先：06-6345-8549

研修
内容

工事担任者資格（AI・DD 総合種）に合格するた
めの基礎科目、法規科目の出題ポイントの解説。技
術及び理論科目については、オリジナルテキストを活
用し合格するための方法を学んでいただきます。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-6341-3488　FAX:06-6345-8549
※詳細は関西地方本部ホームページ

（Http://www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。
対象者 工事担任者資格 (AI・DD 総合種 ) の合格を目指す方

関西

サーバー2012 構築実践研修
日程 平成 28 年 5 月19日（木） ～ 20日（金） 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 9 時～ 17 時 受講料 （会員）42,120 円　（非会員）63,180 円　税込

会場  NTT 西日本研修センター　本館 4F セミナールーム
（大阪市都島区東野田 4-15-82）

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。　
FAX 送付先：06-6345-8549

研修
内容

Windows サーバー 2012 によるユーザやアクセス権
の管理を行うとともに、Activ−Directory による基
本的なコンロール技術者の育成を目指します。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-6341-3488　FAX:06-6345-8549
※詳細は関西地方本部ホームページ

（Http://www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。
対象者 Windows サーバー初心者（Windows 操作に慣れている方）
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関西

Ciscoルータ設定基礎研修
日程 平成 28 年 6 月2日（木） ～ 3日（金） 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 9 時～ 17 時 受講料 （会員）42,120 円　（非会員）63,180 円　税込

会場  NTT 西日本研修センター　本館 4F セミナールーム
（大阪市都島区東野田 4-15-82）

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：06-6345-8549

研修
内容

Ciscoネットワークデバイス、Cisco IOSコマンドの基
礎を習得し、ネットワーク構築の現場で活用できうる
実線的演習で、ネットワークエンジニア技術者を育成
を目指します。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-6341-3488　FAX:06-6345-8549
※詳細は関西地方本部ホームページ

（Http://www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。
対象者 ＩＰネットワークの構築、管理業務に携わる方 （Windows 操作に慣れている方）

関西

ネットワークセキュリテイ基礎研修
日程 平成 28 年 6 月16日（木） ～ 17日（金） 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 9 時～ 17 時 受講料 （会員）42,120 円　　（非会員）63,180 円　税込

会場 NTT 西日本研修センター　本館 4F セミナールーム
（大阪市都島区東野田 4-15-82）

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。　　
FAX 送付先：06-6345-8549

研修
内容

Linux サーバーの iptables によるファイアウォールの
構築、snort による侵入検知システムの構築を実習。
ネットワークにおける同機能の役割、重要性を理解す
る技術力向上を目指します。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-6341-3488　FAX:06-6345-8549
※詳細は関西地方本部ホームページ

（Http://www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。
対象者 サーバー管理者、ネットワーク管理者、ＳＥ、ネットワークデバイス導入に関わる方または目指す方

関西

光融着研修
日程 平成 28 年 6 月28日（火） ～ 29日（水） 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 9 時 15 分～ 16 時 00 分 受講料 （会員）19,440 円　（非会員）29,160 円　税込

会場 ポリテクセンター関西　　　　　　　　　　　　　
（大阪府摂津市三島 1-2-1）

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。　
FAX 送付先：06-6345-8549

研修
内容

最新の光心線融着設備を活用し、光ファイバ基礎知
識・接続技術、模擬線路製作による融着接続・損
失測定、光施工事例を踏まえ、技術の習得を図って
いただきます。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-6341-3488　FAX:06-6345-8549
※詳細は関西地方本部ホームページ

（Http://www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。
対象者 光ファイバー基礎知識・接続技術等の習得を目指す方

関西

職場リーダー養成セミナー
日程 平成 28 年 8 月23日（火） ～ 24日（水） 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 10 時～ 17 時 受講料 （会員）17,280 円　（非会員）25,920 円　税込

会場 大阪府和泉市テクノステージ2-3-5  　　　　　　
（大阪府南大阪高等職業技術専門校）

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：06-6345-8549

研修
内容

講義とグループ討議型で実施。職場リーダーに必要
となる、ものの見方、考え方、行動のとり方について
考えていただき、自己の特性から目指すべきリーダー
シップに気づいていただく実践的な研修です。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-6341-3488　FAX:06-6345-8549
※詳細は関西地方本部ホームページ

（Http://www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。
対象者 営業系・技術系の現場リーダ又はリーダを目指す人

■通常会員

◎　会社名　　安積電気通信興業株式会社（平成28年4月28日入会）　
　　所在地　　福島県郡山市　　
　　代表者　　濱津　充　　
　　TEL　　　024-941-2211
　　事業内容　コミュニケーションシステム、ネットワークシステム、AV・セキュリティシステム、
　　　　　　　防災システムの設計・施工・保守
　　URL　 　  http://www.asakacom.jp/

新会員（平成28年3月1日~平成28年4月30日）
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情報通信の飛躍的な進化に伴い、クラウドによる
サービスも拡大し、ソフトも所有から利用へと大き
く変化。

さらに IoT の時代を迎え通信・ネットワーク、セ
キュリティ、CO2 削減、省エネ機器、エコ化を始め、 
IT 製品やその技術及び経費削減化など、この展示
会を通してより多くの商品及び情報を一同に展示し、
業界関係者・ユーザー等ご来場の皆様方に情報収集
の有意義な場をご提供し、新時代へ向かって活気あ
る展示会と講演・セミナーを開催します。

会期　5 月 17 日（火）10:00 ～ 18:00　　
　　　5 月 18 日（水）10:00 ～ 17:00
会場　愛知県産業労働センター　「ウインクあいち」
　　　6 階展示場
主催　（一社）情報通信設備協会　東海地方本部
後援　総務省東海総合通信局、名古屋商工会議所
協賛　情報通信月間推進協議会、（一財）日本データ

通信協会 東海支部
協力　情報通信設備協会 青年部、サンテレホン㈱、
　　　ダイコー通産㈱、㈱髙文

■講演内容
・特別講演：総務省　東海総合通信局　情報通信部長
　　　　　　西垣　昌彦 氏
　　　　　　◎「情報通信行政の最近の動向」

・基調講演：浜松ホトニクス㈱　取締役室役員室
　　　　　　顧問　袴田　敏一 氏
　　　　　　基礎科学とモノづくり

◎ 「カミオカンデ／スーパーカミオカ
ンデとのかかわり」

　　　　　　　～世界最大径光電子増倍管～

■問合せ先
　（一社）情報通信設備協会　東海地方本部　事務局
　TEL：052-241-1989    　　FAX：052-261-2177

URL：http://www.itca.or.jp/toukai/　　
E-mail：toukai@itca.or.jp

東海地方本部　INFORMATION

第１２回情報通信機材展『情報通信フェア２０１６』開催
 「ⅠoＴの新時代！情報ネットワークの総合展示会」

2 
 

	 

	 

	 

	 

入場無料 情報通信月間参加行事
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委員会・理事会等模様

平成27年度第2回業務委員会模様
１．日時　　　平成 28 年 2 月 17 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　　大輪堅一業務委員長、宮川欣丈委員、
　　　　　　　木村清高委員、石田延章委員、
　　　　　　　恒川純次委員、吉本幸男委員、
　　　　　　　吉川正明委員、麓　譲委員、
　　　　　　　福薗英智委員、渡辺敏郎委員、
　　　　　　　佐々木勝夫東北事務局長（代理出席）
　　　　　　　井上剛毅理事長、山内明専務理事
４．議題

（1）LAN 認定状況と 28 年度の取組み
（2）関東地方本部の取組み事例（光コラボ検討状況）
（3）オフィスリンク取組み状況
（4）その他（研修、資格試験検討状況）　

平成27年度第3回教育委員会模様
１．日時　　　平成 28 年 2 月 22 日（月）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　藤田義明教育委員長、長谷川浩正副委員長、
　　　　　　　塚本豊委員、河内康志委員、
　　　　　　　西部伸治委員、栩谷晴雄委員、
　　　　　　　井上剛毅理事長、山内明専務理事
４．議題

（1）平成 27 年度研修実施状況及び見込
（2）平成 28 年度研修計画及び予算
（3）アライドテレシス・アカデミーとの協業検討
（4）その他

平成27年度第3回広報委員会模様
１．日時　　　平成 28 年 2 月 25 日（木）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（3 拠点接続）
３．出席者　　松山仁副委員長、
　　　　　　　山田恭郎委員、渡邊秀治委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）「ITCA」発行状況
（2）本部ホームページ更新状況
（3）平成 28 年度広報取組み方針
（4）その他

平成27年度第2回総務財務委員会模様
１．日時　　　平成 28 年 3 月 4 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　　今井秀昭副委員長、大輪堅一委員、
　　　　　　　塚本豊委員、河内康志委員、長田修一郎委員
　　　　　　　酒井章治委員、阿部准定委員、
　　　　　　　井上剛毅理事長、山内明専務理事
４．議題

（1）通常会員の入退会について
（2）平成 28 年度会員拡大について
（3）平成 28 年度理事定数及び監事候補について
（4）理事長推薦方法について

（5）会議（理事会、委員会等）の開催方法について
（6）平成 28 年度本部会費について
（7）平成 27 年度決算見込み
（8）平成 28 年度事業計画（案）
（9）平成 28 年度収支予算（案）
（10）財務基盤の確立に向けた取組み（委員長会議答申）
（11）その他

平成27年度第3回委員長会議模様
１．日時　　　平成 28 年 3 月 9 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　　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、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 27 年度第 5 回理事会議題審議
（2）その他

平成27年度第5回理事会模様
１．日時　　　平成 28 年 3 月 16 日（水）　
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　U-AXIS ビル 2F「BCC」
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、井上新一副理事長、
　　　　　　　山内明専務理事、大輪堅一理事、
　　　　　　　今井秀昭理事、長谷川浩正理事、
　　　　　　　松山　仁理事、木村清高理事
　　　　　　　樋口正仁理事、山田恭郎理事、
　　　　　　　藤田義明理事、田中優治理事、
　　　　　　　吉本幸男理事、栩谷晴雄理事、
　　　　　　　江角　優理事、阿部 准定理事、
　　　　　　　早川幸廣理事、
　　　　　　　福島和義監事、立川昭二監事
４．大木会長挨拶要旨
　今日は、どうも寒い中お集まり頂いてありがとうございます。
大手の春闘は、ほぼ決着が着いたようですけれども、昨年からの
不安定な経済状況を反映して昨年よりはかなり下の額になったよ
うです。今日お集まりの理事の皆さん・会社もこれから年度末に
向けて大変な中、お集まり頂いた事について重ねて御礼を申し上
げたいと思います。
　また今日の理事会、非常に重要な審議事項が揃っています。理
事定数の見直し、あるいは理事長候補者の推薦方法について、ま
た非常に大きなテーマであります 28 年度の事業計画と予算案に
ついて、ご審議を頂く内容になっています。昨年の 12 月に委員
長会議の皆さんに諮問いただいた、財務基盤をなんとしてもしっ
かりとしたものにしようではないかという答申を受けた形で、各
委員会あるいは地方本部の皆さんにお忙しい中、精力的に御検討
頂いた事に感謝申し上げたいと思います。
　そういった中から研修事業あるいは広報活動等について、かな
り従来とは違った形のご提案を頂いていると思います。また地方
本部の皆さんにも特に費用等の点で大変なご協力を頂いています。
後程詳しい説明があると思いますけれども、28 年度の計画にお
きましては若干、単年度限定の支出があったということでプラス
にはなっていませんが、財務基盤としてはほぼ収支相償の見通し
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が立ったと言っていいところまで来たのではないかと思っていま
す。ただ費用削減で縮こまっていてはいけない訳ですが、この研
修の中身において e- ランニングを始めとした新しい提案もいた
だいていますし、これらを通じて他のベンダーさんとのある意味
いい形でのコラボレーションモデルのような、新たなビジネス
チャンスを作っていくきっかけにもなる仕組みをご提案頂いてい
ると思っております。是非、今日、皆さん忌憚のないご意見、活
発な議論を頂きまして、この 28 年度が良い意味でこの新しい協
会のスタートになるような、次のステップに進んで行ければと思
う次第であります。
　また報告事項の中では、関東地方本部さんからいわゆる光のコ
ラボレーションモデルについてかなり突っ込んだ形で検討いただ
いたご報告内容になっているかと思います。こちらの方も新しい
動きとして新しい協会の役割としての 1 ページを開くものにも
なっていくのではないかと思います。ただ色々検討しなければい
けない内容が数多くあるかと思いますので、今日お集まりの皆さ
んのご意見等も反映して、まず関東でスタート頂き、それから全
国レベルに拡大していくという事も視野に入れた中での議論をお
願いできればと思っております。限られた時間ですけれども是非、
宜しくお願い致したいと思います。　
5．井上理事長挨拶要旨
　本日は、年度末のお忙しい所、ご出席下さいまして誠にありが
とうございます。
　概ね会長のご挨拶に重なりますが、日頃は委員会や各地方本部
の活動にご尽力下さいますこと重ねて御礼申し上げます。また、
会長には只今も本当に有意義なご挨拶を頂き感謝申し上げます。
　本日は、議題にもございますように 27 年度、本部事務局の移転、
Web 会議の導入などを実行し、コストの削減を図って参りまし
た。さらに 28 年度は、委員長会議の答申も踏まえまして各地方
本部長、各委員長の皆さんに財務基盤の確立に向けました取組み
を要請いたし、協会全体の黒字にもう 1 歩のところまで改善する
状況になっております。一方、会員の拡大につきましては既にメー
ルでご報告ご案内いたしておりますように、27 年度見込み 3 社
うち賛助会員 1 社の増加でありまして、目標にはほど遠い状況で
はございますが、また、ひと頑張りして行かなければいけないの
かなと思っております。協会が全国組織であります為には、毎度
申しますように会員の増強による財務基盤の安定が不可欠でござ
います。
　28 年度は引き続き本部の役員の皆様をはじめ各地方本部の役
員の方々を中心に仲間を増やす弛まぬ努力をお願いしたいと思い
ますし、赤字体質からの脱却を図るべく事業のクオリティを吟味
しながらもコスト削減に取り組んで頂きますようお願い申し上げ
ます。
6．議事内容

（審議模様）
（1）通常会員の入退会について
　井上総務財務委員長は、資料「通常会員の入退会について」
について、その概要を説明し、山内専務理事より、内容ついて
具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（2）平成 28 年度会員拡大について
　井上総務財務委員長は、資料「平成 28 年度会員拡大につい
て」、その概要を説明し、山内専務理事より、内容の説明を行い、
異議なく議決した。

（3）平成 27 年度研修実施状況及び平成 28 年度研修計画
　藤田教育委員長は、資料「平成 27 年度研修実施状況及び平
成 28 年度研修計画」の概要を説明し、山内専務理事より、内
容の説明及び資料「正味財産増減計算書内訳表（事業別）」の
協会全体の 27 年度、28 年度の収支、及び公益目的事業会計等
の収支、正味財産の状況等の説明を行い、異議なく議決した。

（4）LAN 認定状況及び平成 28 年度の取組み
　大輪業務委員長は、資料「LAN 認定状況及び平成 28 年度の
取組み」の概要を説明し、山内専務理事より、内容の説明を行

い、異議なく議決した。
（5）平成 28 年度広報活動の取組みについて
　長田広報委員長は、資料「平成 28 年度広報活動の取組みに
ついて」について、機関誌「ITCA」は従来どおり年 6 回の発
行を継続するとともに、名簿の発行は収支相償を前提に取組み
を勧めたいとの説明を行い、異議なく議決した。

（6）平成 28 年度理事定数及び監事候補について
　井上総務財務委員長は、「平成 28 年度理事定数及び監事候補
について」の概要を説明し、山内専務理事より、定期総会議題
審議時の検討状況及び 28 年度予算の検討状況説明を行い、異
議なく議決した。

（7）理事長候補者の推薦方法について
　井上総務財務委員長は、資料「理事長候補者の推薦方法につ
いて」についての概要を説明し、山内専務理事より、関東地方
本部より大輪堅一理事、東海地方本部より井上新一理事、関西
地方本部より長田修一郎理事の各地方本部推薦者の中から選挙
により理事長候補者を決定したい旨説明があり、種々議論した
結果、多数決で 3 地方本部からの推薦者より投票を実施するこ
とに決し、山内専務理事より、理事長の推薦方法については、
次期改選期に向けて検討し、理事会に付議する旨の説明を行い、
議決した。

（8）会議（理事会、委員会等）の開催方法について
　井上総務財務委員長は、資料「会議（理事会、委員会等）の
開催方法について」の概要を説明し、山内専務理事より、説明
を行い、異議なく議決した。

（9）平成 28 年度本部会費について
　井上総務財務委員長は、資料「平成 28 年度本部会費について」
の概要を説明し、山内専務理事より、説明を行い、異議なく議
決した。

（10）平成 28 年度事業計画案及び予算案
　井上総務財務委員長は、資料（１）「平成 27 年度決算見込み」、

（２）「平成 28 年度事業計画（案）」、（３）「平成 28 年度収支予
算（案）」についてその概要を説明し、山内専務理事より、27
年度見込みは、正味財産増減計算書では、経常収益 165,334,548
円、経常費用 180,048,107 円、一般正味財産増減額− 15,461,870
円で、正味財産期末残高は 105,053,449 円の見込みとなり、当
初予算と比較すると、経常収益− 290,430 円、経常費用−
4,159,742 円、一般正味財産増減額 +3,850,008 円と事務所移転費
用等の増があったものの、改善する見込みである旨の補足説明
を行い、また、平成 28 年度事業計画（案）では、研修関係及
び広報関係の事業計画の追加記載について補足説明を行い、平
成 28 年度収支予算（案）では、正味財産増減計算書では、経
常収益 166,673,692 円、経常費用 167,683,194 円、一般正味財産
増減額− 1,736,802 円で、正味財産期末残高は 103,316,647 円の
計画となり、27 年度見込みと比較すると、経常収益 1,339,144
円、経常費用− 12,364,913 円、一般正味財産増減額 +13,725,068
円と研修費用、名簿発行等の一時的費用増はあるものの、昨年
度の事務所移転、Web 会議の導入等のコスト削減効果及び各
地方本部の収支改善努力により大幅な改善となる見込みである
ことを説明し、異議なく議決した。

（報告事項）
（投票結果）
　理事出席者 19 名、投票総数 19 票、内白 1 票、有効票数 18 票
　最多得票　大輪堅一理事　12 票　
　理事長候補者に決定したことを報告し、承認された。

　（11）財務基盤の確立に向けた取組み（委員長会議答申）
　（12）ITCA 発行状況
　（13）本部ホームページ更新状況
　（14）オフィスリンク取組み状況
　（15）関東地方本部取組み状況
　（16）その他
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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 ㈱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 ㈱ 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
0055 神田通信機㈱ 関東 http://www.kandt.co.jp/ 03-3252-7731

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4月30日現在で106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
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
0111 ㈱ＫＤ com 関東 http://www.kdcom.co.jp 028-651-6580
0112 ㈱サンテレコム 関東 http://www.suntele.jp 055-221-1144
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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

今年のお花見は、見て食べて歌っ
て踊って（！？）楽しまれましたか。お花
見を新入社員の歓迎会も兼ねて行わ
れた会社では、先輩と新入社員が打
ち解けるきっかけとなり、仕事もスムー
ズにいくのではないでしょうか。
　毎年、（公財）日本生産性本部が発
表しています新入社員の特徴を表し
たネーミングの平成28年度は「ドロー
ン型」と発表されました。発表された記
事には、昭和48年からのネーミング一
覧も掲載されています。世相が反映さ
れたネーミングに「時代の流れ」が感
じられますので、ご自分の入社年度を
調べてみると面白いと思います。
　本号より「地方本部INFORMATION」
で研修案内、インベント情報を掲載し
ています。また、本部HP上にITCA機
関誌のアンケートバナーを開設いたし
ましたので、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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