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ITCA憲章

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

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

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

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

3.協会は、各種教育研修、新サービス・ 新技術に関する調査研究などの取組みを推進し、会員の技術力・サー
ビス力の向上を支援します。

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

株式会社ＮＴＴドコモ
法人ビジネス本部　第三法人営業部長　高本　寛

＋ｄ法人営業の推進

初秋の候、会員の皆様におかれましては、益々ご
清祥のこととお慶び申し上げます。平素は多大なる
お力添えを頂きまして有難うございます。

先の参議院選挙においては、18・19 歳にも選挙権
が付与され有権者が 240 万人増加する中でアベノミ
クスの成果を訴える自公連立政権に国民は積極的な
評価を与えました。その結果として、自公連立政権
は改選議席を大きく越える議席を獲得し、政権基盤
をより確かなものとすることに成功しました。

一方で少子高齢化やオリンピック・パラリンピッ
クの成功、年金問題等の社会的な課題は山積してお
り、新たな体制の下でこれらを限られた財政で解決
していくことが求められるものと思料致します。

当社においては、他社との端末・料金・サービス
競争が益々激化しております。このような事業環境
の変化の中で非常に厳しい事業運営を続けておりま
した。
　しかしながら、おかげさまで徐々にそのような状
況も改善をしてきております。その根底にあるのが
昨年の中期目標の取り組みの１つである「＋ｄ・協創」
という考え方です。
　もともと、携帯キャリアは i モードに代表されるよ
うに端末からネットワーク、アプリケーションまで
を一気通貫で提供する「垂直統合型のビジネスモデ
ル」を展開しておりましが、時代の流れとともに技
術も進化を遂げ、通信技術ではＬＴＥのように高速
大容量のネットワークを提供できるようになりまし
た。また、端末ではスマートフォンやタブレットが
登場しました。

これにより、「端末とネットワークの組み合わせで
実現できること」の幅が飛躍的に広がり、お客様の

「あらゆる課題を解決できる仕組み」が出来上がりま
した。同時に、従来の「垂直統合型のビジネスモデル」
で全てのサービスを携帯キャリアが提供する仕組み
を維持することが現実的ではなくなりました。

「＋ｄ・協創」の考え方はこのような環境変化に沿っ
たものだと言えます。さまざまな商品やサービスを
その分野の得意な企業が一緒になって「協創」し「付
加価値」をお客様にご提供することにより、結果と
して、ご満足を頂くものが出来上がるものと考えて
おります。また、私たちが単独では中々手の届かな
かった領域にもパートナーの企業の皆様のお力添え
により顧客接点を持つことができるといったメリッ
トもあります。これは従来の「BtoB モデル」の法人
営業のスタイルに「BtoBtoX モデル」が加わったこ
とを意味します。

例えば当社の FMC サービス「オフィスリンク」
の例でみれば、お陰様で本会の会員企業様よりたく
さんの引き合いをいただいております。会員企業様
のエンドユーザ様に対する構内交換機提案等におい
て、当社が「オフィスリンク」という付加価値を提
供することで、「ワークスタイルの変革」という訴求
力が加わり、会員企業様のビジネスをお手伝いさせ
ていただくことが出来ます。

今後も私たち法人営業部門は「＋ｄ・協創」の担
い手だという自覚を持ってパートナー企業の皆様と
一緒に「付加価値の提供」と「新たな市場の開拓」
をしていきたいと考えております。
「業務効率化」や「売上拡大」といった企業の課題
から、「防災・防犯」、「観光・街づくり」といった国
や地方自治体の課題まで私たちは、この思想の下で
価値創造のお手伝いができる領域があればどこにで
も「＋ｄ」として寄り添っていく所存です。

また、本会の会員企業の皆様のご理解・ご支援も
引き続き必要となります。今後とも会員企業の皆様
の当社事業に対するより一層のご理解・ご支援を何
卒よろしくお願いいたします。
　最後に、皆様の事業のますますのご繁栄とご健勝
をご祈念申し上げます。
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地方本部だより

北海道新幹線開業～新函館北斗  そして札幌へ、旭川へ
一般社団法人 情報通信設備協会 北海道地方本部

事務局長　笹原　弘志

■北海道と東北が一つの経済圏に
　新幹線の開業により、北海道と東北がひとつの経
済圏となり、北海道も東北も魅力が一層高まること
が期待されます。

札幌延伸は東京と高速鉄道網で結ばれるだけでは
なく、その間の東北などと北海道を結ぶ意味でも効

果が大きいものがあります。

新幹線の特徴として、地域を「線」あるいは「面」
としてつなぐという特徴があります。これまで北海

道は、首都圏中心の航空路線でネットワーク化が図
られており、東北各地とのネットワークは必ずしも
十分ではありませんでした。

これが「線」「面」でつなぐ新幹線により、北海道
～東北の交通量の大幅な増加が見込まれます。

 

■経済効果は多大！しかし巨額の地元負担も
北海道新幹線工事が順調に進めば、札幌・東京間

は約 5 時間となり、現在よりも 4 時間ほど短縮され

北海道新幹線は2005年（平成17年）5月22日に新青森―新函館北斗駅の間（148.4㎞）が着工し、2016年（平
成28年）3月26日、遂に新青森―新函館北斗が開業しました。

当初、新函館北斗駅から札幌駅までは、2019年度（平成31年度）までの完成を目指していましたが、トンネル工
事などに巨額の費用がかかることなどから、2035年度末の開業に伸びていました。
しかし、2015年（平成27年）1月、国土交通省が北海道新幹線の札幌延伸を当初計画より5年前倒しし、2030
年度開業となることが決まりました。開業は15年先ですが、新函館北斗→札幌の延伸が決定し、JRによる東京
―札幌が「北海道新幹線」として一本化されることとなります。

青函圏の経済が拡大

北海道新幹線の既着工・未着工区間
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ます。（道内の、札幌～函館間も約 1 時間に短縮され
ます）
　一方、およそ 15 年間で 1 兆 6700 億円の公費を投
じることから、地元自治体の単年度の負担が高まり、
足元では資材の高騰や建設業界の人手不足などで工
事単価は上昇している負の要素があります。

しかし、沿線関係者からは経済波及効果を期待す
る声が高まり、公共工事が増え、将来でも観光を基
点とした展望や、不動産や食品などにも新たな動き
が出ると見込まれています。

停車駅ができる倶知安町では本州とのアクセスが
良くなり、ニセコ地区のスキー客を始め観光客が新
千歳空港から東北・本州方面からますます増えると
みています。

今、新函館北斗は活気に満ちています。
東北本州からの日帰りツアー、海外の観光客が集

う広大な街へ、そして北海道へ、札幌へ、そして北
海道新幹線の計画上の終点は旭川駅です。
 
東京―函館間の運賃表（H28.7.20 現在）

片道運賃 運賃 + 特急普通指定席 合計
JR 正規料金 11,560 円 +11,130 円 22,690 円
JRインターネット 14 日以内 17,010 円
航空運賃 羽田→函館（JAL） 35,200 円

■携帯電話が圏外 ! ？
ただ、現時点における残念な情報といえば、ト

ンネルが区間の約 7 割を占めますが、トンネル内に
携帯電話電波を送受信できる設備を設置しないため、
乗車時間の半分以上で圏外となるようです。

トンネル内で通信を可能にするには出入り口に基
地局を設け内部に光ファイバーケーブルを通すなど
の工事が必要になります。圏外が短縮され快適な移
動空間になるように期待します。

 

■北海道地方本部と東北地方本部の交流を
グローバル化の進展の中、300 万人の広域札幌圏

と青函 100 万都市圏、そして広域仙台 200 万都市圏
が 2 時間 30 分で結ばれ、各都市圏が連携し、競争力
強化が促される可能性を持っています。
　東北地方本部との新たな情報共有と交流を進めて
行きたいと考えています。

北海道に来れば
いいべサ !!

ニセコと羊蹄山



4

業界ニュース　6月 

IDCJapan ㈱は、企業向けルーター、企業向けイーサネットスイッチ、企業向け無線 LAN 機器からなる国内企業向けネットワー
ク機器市場の 2015 年実績と予測を発表した。2015 年の国内企業向けネットワーク機器市場は、前年比成長率 5.6％で増加し市
場規模は 2,131 億 800 万円になった。2015 年の成長は、データセンター向けイーサネットスイッチ需要の増加と、企業における
無線 LAN の継続的な利用拡大がけん引した。製品分野別の成長率を見ると、データセンター向け需要がけん引した企業向けイー
サネットスイッチ市場は、前年比成長率 6.3％で成長した。また、企業向け無線 LAN 機器市場も依然として高い成長率を続け
ており、2015 年も 9.3％と大きく伸びた。2015 年の国内企業向けネットワーク機器市場をベンダーシェアの視点から見ると、シ
スコシステムズが、3 つの製品分野すべてにおいて首位を獲得し、同市場全体でのシェアは 47.8％に達した。

ＩＤＣＪａｐａｎが国内企業の情報セキュリティ対策実態調査結果を発表

カシオ計算機㈱は、デジタルカメラ “EXILIM（エクシリム）” の新製品として、スマートフォンでゴルフのスイング分析が
できるゴルファー向けデジタルカメラセット「EX-SA10GSET」を発売した。本製品は、専用アタッチメント付きのゴルファー
向けハイスピードカメラである。スイング動作を近距離で撮影できる超広角 16mm レンズを搭載し、屋外での撮影に適した対
衝撃・防塵・防水仕様のデジタルカメラ「EX-SA10」と、撮影に便利なミニ三脚・一脚ポール・バーマウント・スマートフォンフォ
ルダーがセットになっている。スマートフォン用のアプリ「EXILIM Connect for GOLF」で「EX-SA10」をリモート操作して
ハイスピードムービーで撮影したスイング動画は、アドレスからフィニッシュの部分を抽出してスマートフォンに自動転送さ
れる。分析用のアプリでライン表示や 2 画面同時再生機能を使用して、スマートフォンでフォームの分析が可能である。

カシオ計算機がスマホと連動してスイング分析できるゴルファー向けデジタルカメラを発売

㈱ MM 総研は、2016 年 3 月末のブロードバンド回線事業者の加入件数調査結果を発表した。2016 年 3 月末時点の FTTH（光
回線サービス）の加入件数は 2,784 万件で、2015 年度（2015 年 4 月～ 2016 年 3 月）では 119.3 万件増加した（伸び率は 4.5％）。
引き続き FTTH の成長は鈍化傾向にあるが、2015 年度下期は携帯キャリアを中心とする光コラボレーションモデルで新規
顧客の獲得が進んだことなどから、年間 100 万件を超える純増を維持した。光コラボ契約数は 2016 年 3 月末 469.1 万件で、
FTTH 市場全体に占める割合は 16.8％となった。光コラボの契約数シェアでは、NTT ドコモが 33.4％で引き続き首位となっ
た。NTT ドコモとソフトバンクを合わせた携帯 2 キャリアのシェアは約 6 割、大手 ISP 等を含めた上位 10 社のシェアで約
9 割となった。光コラボ参入事業者は 2016 年 6 月 1 日現在で 400 社近いが、大手通信事業者に会員が集中している状況である。

ＭＭ総研がブロードバンド回線事業者の加入件数調査を発表（２０１６年３月末時点）

㈱日立システムズとクライオン㈱は、茨城県笠間市の協力の下 2016 年 4 月から笠間市において「服薬支援クラウドサービス」
の試験導入ならびに笠間市が運用する「介護健診ネットワーク」との連携に関する実証実験を行った。実験の結果、「服薬支援
クラウドサービス」による適切な高齢者の服薬管理が行われたほか、「介護健診ネットワーク」との連携により、地域包括ケア
システムの関係者とのスムーズな情報共有が図れ、これまで以上に連携したケアが行えることが実証された。本サービスは、「服
薬支援ロボ」による服薬支援機能と、服薬履歴や残薬情報を遠隔地で参照できる仕組みを提供し、誤飲防止などの服薬管理と、
患者を中心とした包括ケアに関係者の業務効率化を支援するクラウドサービスである。

日立システムズとクラリオンが服薬支援ロボを活用した「服薬支援クラウドサービス」を共同実証

㈱日立製作所は、人工知能技術を活用し、働く人の幸福感の向上に有効なアドバイスを、各個人の行動データから日々自
動的に作成する技術を開発し、日立グループの営業部門の人財約 600 人を対象に実証実験を開始した。具体的には、各個人
の大量の行動データを名札型ウエアラブルセンサーから取得し、人工知能「Hitachi AI Technology/H」で分析し、職場での
コミュニケーションや時間の使い方など、一人ひとりの幸福感の向上につながる行動についてのアドバイスを自動的に作成
および配信する。利用者は、スマートフォンやタブレット端末から日々のアドバイスを確認し、職場での行動に活用するこ
とができる。なお、プライバシーに配慮し、個人のデータは、他社からは閲覧できない形で管理する。

日立製作所が人工知能を活用し、働く人の幸福感向上に有効なアドバイスを自動作成する技術を開発

㈱ワイヤ・アンド・ワイヤレスは、2016 年 7 月 10 日より、静岡県および山梨県の受託事業者として、史上初となる富士山
の全山小屋を含む 49 か所に加え、富士山静岡空港にてご利用可能なオリジナル無料 Wi-Fi サービス「富士山 Wi-Fi」を提供した。

「富士山 Wi-Fi」は、国内の観光客はもとより訪日外国人観光客を含むすべての方に無料で利用できる Wi-Fi サービスである。
大規模災害発生時に被災された方にも利用できる統一のネットワーク名「00000JAPAN」に対応しており、有事の際の通信
手段としても利用可能である。提供期間：7 月 10 日～ 9 月 10 日（予定）各山小屋の営業期間中　利用可能エリア：全山小屋
含む 49 か所　富士山静岡空港（1F 総合案内所）

ワイヤ・アンド・ワイヤレスが富士山の全山小屋で利用可能な無料Ｗｉ－Ｆｉ「富士山Ｗｉ－Ｆｉ」を提供開始
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NEC は、高層ビル・地下街・工場などにおいて、無線がつながりにくい場所でも、高速で安定した無線通信を可能にする光ファ
イバ無線システムを開発した。本システムは、携帯電話の基地局や無線 LAN のアクセスポイントを、装置本体とアンテナ部
に分離し、その間の信号伝送に、デジタル化に伴う雑音を半減する位相同期型デジタル変調方式を適用したものである。これ
により、基地局やアクセスポイントに従来必要であったアナログデジタルの変換や周波数変換が不要になるため、アンテナ部
が従来の約 1/5 とカードサイズに小型可能となり、様々な場所に設置して電波の不感地帯を解消することができる。また、ア
ンテナ部が設置される環境に応じて、装置本体側でソフトウェアを更新することで、周波数や無線方式を変更できるため、安
定かつ柔軟な無線通信環境を実現する。

ＮＥＣが設置場所や対応周波数の自由度を向上した光ファイバ無線システムを開発
～アンテナ部をカードサイズに小型化、工場などＩｏＴ機器の無線通信環境を向上～

DeSC ヘルスケア㈱は、歩くだけで KenCoM ポイントが貯まる歩数計アプリ「目指せ！さんぽジスタ」の提供を 2016 年 6
月 13 日から開始した。本アプリは、1 日に歩いた歩数に応じてサッカー選手のキャラクターが成長していく歩数計アプリであ
る。スマートフォンを身につけていれば歩数が自動で計測されていき、過去の歩数もグラフで見ることができるので、どれだ
け歩いたかを簡単に管理することが可能である。また、DeSC が健康保険組合向けに提供している健康レコメンデーションメ
ディア「KenCoM（ケンコム）」との連携がはかられており、「KenCoM」の利用者は、「目指せ！さんぽジスタ」に「KenCoM 
ID」でログインすると、歩いた歩数に応じて「KenCoM ポイント」を貯めることができる。本アプリを通じて組合員のウォー
キングなどの健康活動の促進をはかることが可能となる。

ＤｅＳＣヘルスケアが歩数に応じてキャラクターが成長する新感覚歩数計アプリ「目指せ！さんぽジスタ」
の提供開始　～「ＫｅｎＣｏＭ」との連携で歩くだけでポイントが貯まる～

ライフイズテック㈱は、プログラミングや IT を楽しみながら学べる SNS「MOZER（マザー）」を開発し、「MOZER 
Web デザイン学習コース体験版『デイジーと秘密のメッセージ』」を 2016 年 6 月 15 日より提供開始した。本カリキュラム
は、地域格差・経済格差によるプログラミング教育格差の是正を目的に開発された。学ぶ意欲・関心が継続する新しいオン
ライン学習サービスである。誰でも、いつでも、どこでも、夢中になってプログラミングを学ぶことができる。また、言語は、
日英の 2 言語に対応しており、中高生も含めてプログラミングを学びたいと思っている方であれば、IT スキルや年齢に関
係なく世界中のどなたでも学ぶことが可能である。体験版：「MOZER Web デザイン学習コース体験版『デイジーと秘密の
メッセージ』」料金：無料。正式版：コース（Web デザイン、ゲーム開発、スマホアプリ開発、Web サービス開発、人工知
能、3DCG、VR、IoT 他）開始時期：2016 年年内、月額 1500 円～

ライフイズテックが日本初、プラグラミング教育のＳＮＳ「ＭＯＺＥＲ」開発、体験版カリキュラムを配信開始

　ソフトバンク㈱および㈱ウィルコム沖縄は、災害発生時などに家族でお互いの居場所をマップで確認でき、周囲に救援を
求めることができる「みまもりマップ」を 2016 年 6 月 30 日より提供開始した。本サービスは、SoftBank、Y!mobile のスマー
トフォンをお使いのお客様に加えて、他者のスマートフォンをお使いのお客様も利用できる。機能として通常時は、①「い
まここシェア」 ②「ついたよ通知」災害時は、①「災害エリア通知」 ②「SOS 発信」ができる。SoftBank、Y!mobile のスマー
トフォンをお使いのお客様は、「スマートフォン基本パック」「スマートフォン基本パック -S」「iPhone 基本パック」「位置ナビ」
のいずれかに加入することで、グループ管理者になることができ、上記機能の利用に加えてグループへのメンバー登録・編
集を行うことができる。また、他社のスマートフォンをお使いのお客様もグループ管理者からメンバー登録されることで上
記機能を利用できる。

ソフトバンクが災害時などに家族の居場所確認や周囲に救援を求めることができる「みまもりマップ」
を提供開始

㈱ NTT ドコモは、コインパーキングの初期投資を大幅に削減できる「docomo スマートパーキングシステム」を開発した。
本システムと㈱プレステージ・インターナショナル及び㈱プレミアモバイルソリューションが運営する保守・運用サービスと
組み合わせて、㈱コインパーク及び㈱シェアリングサービスの一部駐車場にて 2016 年 6 月 13 日から実証実験を開始した。本
システムは、車の入出庫を感知する機能を搭載した IoT 機器「スマートパーキングセンサー」、通信モジュールを搭載したゲー
トウェイ、及びクラウド上の駐車場管理サーバーから構成されるシステムである。駐車場運営事業者は、これまで採算が合わ
ない小規模な土地でも、工事期間が短く、安価にコインパーキングの開設及び運用が可能となり、空き地の一時的な駐車場へ
の利活用が進むことで、都心や住宅街での慢性的な駐車場不足解消にもつながる。

ＮＴＴドコモが都心の駐車場不足を解消する「ｄｏｃｏｍｏスマートパーキングシステム」を開発
～プレステージ・インターナショナル他と実証実験を開始～
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総務省は、平成 29 年（2017 年）1 月 1 日（日）に 1 年 6 ｹ月ぶりとなる「うるう秒」の調節が行われると発表した。日本
の標準時の維持・通報を実施している国立研究開発法人情報通信研究機構は、日本標準時に「うるう秒」の挿入を実施する
予定である。「うるう秒」の調整は、地球の回転の観測を行う国際機関である「国際地球回転・基準系事業」が決定しており、
これを受けて世界で一斉に「うるう秒」の調整が行われている。日本では、総務省及び国立研究開発法人情報通信研究機構
が法令に基づき標準時の通報に係る事務を行っている。【今回のうるう秒の調整】平成 29 年（2017 年）1 月 1 日（日）午前 8
時 59 分 59 秒と午前 9 時 00 分 00 秒の間に「8 時 59 分 60 秒」を挿入する。

総務省と国立研究開発法人情報通信研究機構が「うるう秒」挿入のお知らせ
～来年の元旦はいつもより１秒長い日となります～

　楽天㈱は、インターネットラジオ配信プラットフォーム「Rakuten.FM」を 2016 年 7 月 1 日より提供開始した。これに合わせ、
TOKYO FM グループ企業などとの協業によるフラッグシップのステーション「Crimson FM（クリムゾンエフエム）」の放送
をデジタル放送「i-dio」（アイディオ）内で開始し、同時に「Rakuten.FM」内での運用も開始した。「Rakuten.FM」は、iOS 版
と Android 版アプリ、ブラウザのウェブサイトから、様々なジャンルの音楽やトーク番組を、インターネットを通じて無料で
聴くことができるインターネットラジオ配信プラットフォームである。「i-dio」は、映像・音響・データなど、あらゆるデジタ
ルデータを送ることが可能な新しいデジタル放送サービスである。地上アナログテレビ放送終了後に空いた周波数帯を利用し
ているため、通信とは異なり輻輳もなく、不特定多数への情報送信やリアルタイム放送、蓄積型放送も可能である。

楽天がインターネットラジオ配信プラットフォーム「Ｒａｋｕｔｅｎ.ＦＭ」の提供開始

　IDCJapan ㈱は、国内 IT 市場　産業分野別の 2015 年下半期の実績の分析、および 2016 ～ 2020 年の市場規模予測について
発表した。2015 年は、国内 IT 市場規模が 14 兆 6,284 億円、前年比成長率はマイナス 0.6％の実績となった。携帯電話基地局
関連への設備投資などの抑制傾向が進んだ通信／メディアが前年比 8.9％減となり、全体の成長率を押し下げたことが大きな
要因である。一方、全体の成長率を押し上げた産業分野は、大型案件が継続する銀行とオムニチャンネル推進に関連した投
資が進む小売である。2016 年の国内 IT 市況規模は、14 兆 5,683 億円、前年比成長率はマイナス 0.4％を予測し、2015 ～ 2020
年の年間平均成長率は、0.8％、2020 年の IT 市場規模は 15 兆 2,413 億円を予測する。次年に東京オリンピック／パラリンピッ
クを控える 2019 年をピークに IT 投資が堅調に伸び、2019 年は 2.8％の前年比成長を予測するが、その反動で 2020 年は、前
年比成長率マイナス 1.0％を見込んでいる。

ＩＤＣＪａｐａｎが国内産業分野別 IT支出動向および予測を発表

　日本ユニシス㈱と㈱フライヤーは、日本初の企業向け「本の要約提供サービス flierⓇエンタープライズ」を提供開始した。本サー
ビスは、日本国内約 5,000 万人のビジンスパーソンに対して、仕事に役立つ本の要約を提供することを目的とした企業向けサー
ビスである。一冊あたり 10 分で読みきれる分量で、忙しいビジネスパーソンであっても通勤時間、休憩中、帰宅後などのスキ
マ時間でスキルアップを図ることができる。また、会社内での本に関する情報・意見交換が活発になり、業務の質に直結する知識・
ノウハウを得ることが期待される。要約サービスに加えて、要約を読んで気に入った本は、トゥ・ディファクト社との協業により、
ハイブリッド型総合書店「Honto」で紙の本でも電子書籍でもすぐに購入が可能である。

日本ユニシスとフライヤーが日本初の企業向け「本の要約提供サービス」を提供開始

　㈱ NTT ドコモが提供中の「家のあんしんパートナーⓇ」は、サービス内容を拡充させ、より幅広く暮らしをサポートするサー
ビスとして、サービスブランドを「d リビングTM」に変更し、2016 年 7 月 13 日から新たに提供を開始した。「d リビング」では、
これまでの「家のあんしんパートナー」が提供してきた生活トラブルや家事サービスのサポートに加え、お子さまのお世話や
送迎、外出先でのお預かりなどご要望にあわせて利用できるシッターサービスや、買い物を含めたお食事の用意などができる
家事代行サービスを優待価格で利用できる。また、新たに提供する「d リビング」のポータルサイトとアプリでは、提供中の部
屋のみまもり機能に、ご自宅の電力情報（料金や使用量等）が確認できる機能を加え、「ホームモニター」として提供する。

ＮＴＴドコモが「ｄリビング」の提供を開始

㈱オービックビジネスコンサルタントは、すべての企業のマイナンバー対応を支援する［OBC マイナンバー運用モデル］を
発表した。本サービスは、マイナンバー利用のため専用サービス「OBCマイナンバーサービス」を中心に、年末調整申告書の回収・
管理を実現する「年末調整申告書サービス」を連携させて、お客様のご利用の給与システムを変更することなく、マイナンバー
利用の業務効率と安全性を両立させることができる導入モデルになっている。［OBC マイナンバー運用モデル］に構成されて
いるサービスは、シンプルな設計のため、導入時間が極めて短く、今年の年末調整業務からすぐに利用できる特長がある。

ＯＢＣが年末調整からはじまる本格的なマイナンバー利用に備える企業のための［ＯＢＣマイナンバー運
用モデル］を発表
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凸版印刷㈱は、一般社団法人日本食品成分普及協会と共同で、従業員の食事内容や健診データを分析し、食事の面から糖
尿病や慢性腎臓病などの改善への取り組みをサポートする法人向け健康管理サービス「快食番人 Manager（かいしょくばん
にんマネージャー）」の提供を 2016 年 7 月中旬より開始した。本サービスは、凸版印刷と日本食品成分普及協会が 2015 年 4
月から提供している、スマートフォン向け食事管理アプリ「快食番人」を活用し、従業員が「快食番人」に入力した毎日の
食事内容を分析・一元管理することで、糖尿病や慢性腎臓病などの重症化予防をサポートできるものである。企業は本サー
ビスを導入することにより、従業員が「快食番人」に入力した食事内容と健康状態を確認し、食事内容の見直しアドバイス
や応援メッセージなどを送信できる。また、表やグラフを用いた報告書を PDF で自動作成・出力できるため、従業員への健
康指導に活用できる。

凸版印刷が食事内容を分析し、糖尿病や慢性腎臓病などの重症化予防をサポートする法人向け
健康管理サービス「快食番人Ｍａｎａｇｅｒ」を提供開始

富士通㈱は、職場のストレスチェックを行うストレスチェックシステム「FUJITSU ヘルスケアソリューション　組織ス
トレスアセスメント e 診断＠心の健康」の SaaS 版およびクライアントサーバ版を、2016 年 7 月 13 日より発売した。本シ
ステムは、ストレスチェックの実施からデータ分析、本人へのフィードバックを行うとともに、組織ごとにストレスチェッ
クの結果を集計し、組織間や職種間などで比較を行うことができる機能を搭載している。これにより、例えば複数の部門
を比較した際、ある職場だけ差が出た項目について、その要因を検証することができる。また、標準のストレスチェック
項目以外にも独自の項目を追加できるため、より職場環境に適合した質問を作成でき、高信頼の結果を導きだすことが可
能である。

富士通が職場ストレスチェックシステム「組織ストレスアセスメント e診断＠心の健康」を販売開始
～組織間の比較機能により職場ごとのストレス要因を把握、改善活動を促進～

NEC は、ウェアラブルグラスを用いて、作業者の腕を仮想キーボード化し、非接触での操作を実現する「ARmKeypad Air（アー
ムキーパッド・エアー）」を開発した。アームキーパッド・エアーは、ウェアラブルグラスと画像認識技術を用いて、作業者の
前腕に仮想キーボードを表示し、高速・高精度な操作性により、業務のハンズフリー化を実現する。新技術は、タッチ（振動）
での操作を可能とするこれまでの「アームキーパッド」に対し、非接触での操作が可能で、もの・衣服に直接触れられない無
菌状態での作業が求められる現場などで有効である。活用現場は、製造現場（デバイス装着により製品を傷つける可能性のあ
る製品ライン・接触による菌の転移が課題となる食品加工プロセス・油などで手が汚れる作業現場など）、医療現場（接触によ
る衛生面を気にする医療現場など）を想定している。

ＮＥＣが腕を仮想キーボード化し、非接触操作を実現する「ＡＲｍＫｅｙｐａｄ Ａｉｒ」を開発
～もの・衣服に直接触れられない現場などで有効～

SCSK ㈱は、業務アプリを現場担当者自らが Excel 感覚で簡単に「つくる」ことができ、即座に活用できる Web アプリ作成・
運用のクラウドサービス「CELF（セルフ）」を 2016 年 7 月 19 日から提供開始した。「CELF」は、現場の業務担当者が Excel
感覚でデータベースと連携した Web アプリを「つくる」ことができ、その Web アプリをすぐに「公開」し、「使う」ことが
できる Web アプリ作成・運用のクラウドサービスである。本サービスを利用することにより、今までファイルベースで管理
していた情報をデータベースで一元管理してリアルタイムに共有・活用することができ、迅速な意思決定が可能になる。また、
作成した Web アプリの公開バージョンの管理ができるため、すべての人が常に同じバージョン、同じ画面を利用することが
可能である。

ＳＣＳＫがＥｘｃｅｌ感覚でＷｅｂアプリがつくれるクラウドサービス「ＣＥＬＦ」を提供開始
～現場の業務アプリは自分で「つくる」～

トレンドマイクロ㈱は、企業においてセキュリティインシデント発生時に対応を必要とするメンバーを対象にボードゲー
ム形式でインシデント対応の訓練を行う教材「インシデント対応ボードゲーム」の無償提供を開始した。本ボードゲームは、
企業においてインシデント対応関与するメンバーを対象に、1 チーム 4 ～ 6 名でプレイする。架空の組織を舞台に、1 ラウン
ド 40 分（全 2 ラウンド）のプレイ時間の中、ゲーム内で発生するセキュリティインシデントに対して、プレイヤーはそれぞ
れの立場・視点で議論しながら、インシデント対応の方針を決定していく。実際のセキュリティ事故が起きた場合の訓練と
して活用できるだけでなく、ゲームを通じて、具体化される自社のセキュリティ課題等に気づくことができる。また、イン
シデント対応の経験がない人でも、付属のルールブックを参考にプレイすることができる。（インシデント対応ボードゲーム  
http://www.go-tm.jp/learning ）

トレンドマイクロが企業のインシデント対応訓練を行うボードゲーム形式の教材を無償提供
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特集

総務省は、総務省ホームページ内の「電気通信関係資格手続きの案内」で、「工事担任者資格制度Ｑ＆Ａ」
を新たに追加しました。工事担任者資格について＜工事担任者による工事・ 監督が必要な場合＞＜旧資
格関係＞＜平成25年改正関係＞＜その他＞をＱ＆Ａ形式で17問が掲載されています。是非、ご一読い
ただき工事担任者資格の必要性をご確認ください。なお、協会本部ホームページのバナーでもお知らせ
していますのでご覧ください。（協会本部 HP　URL：http://www.itca.or.jp/）

総務省より「工事担任者制度に係るＱ＆Ａ」
についてご案内

■工事担任者資格（電気通信事業法第 71 条）
　電気通信事業法第 71 条では、｢利用者は、端末設
備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担
任者資格者証の交付を受けている者（以下 ｢工事担
任者｣ という。）に、当該工事担任者資格者証の種類
に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督
させなければならない｡ ただし、総務省令で定める
場合は、この限りでない｡｣ と規定されています。
　電気通信事業者の通信設備（保安器、ONU 等）に
通信線を接続する工事（ネットワーク機器のセット
アップ、設定、接続、配線工事、通信障害時の切り
分け ･ 通信回線試験 ･ 復旧工事等）には工事担任者
の工事 ･ 監督が必要となります。
　このような工事を発注される方は、（1）仕様書等
において ｢工事担任者資格を保有している者が工事
の実施 ･ 監督を行うことの証明｣ を求める、（2）工
事の実施又は実地に監督をしている者に対して工事
担任者資格者証の提示を求める等の手段により、有
資格者による法令を遵守した工事がなされることを
確認するようにしてください。

■資格区分と工事範囲
　資格区分は AI 種（アナログ ･ISDN）、DD 種（デ
ジタル ･ データ伝送）、総合種があり、設備規模でさ
らに詳細に分けられています。

資格区分 工事範囲
AI 第一種 アナログ回線及び ISDN 回線に端末設

備等を接続するための工事全て
AI 第二種 50 回線（内線 200 回線）以下のアナロ

グ回線及び 64kbps 換算で 50 回線以下
の ISDN 回線に端末設備等を接続する
ための工事

AI 第三種 1 回線のアナログ回線及び基本インター
フェースが 1 回線の ISDN 回線に端末設
備等を接続するための工事

DD 第一種 デジタル回線（ただし ISDN 回線を除く）
に端末設備等を接続するための工事（以
下、DD 種の工事）全て

DD 第二種 DD 種の工事の内、100Mbps 以下（た
だしインターネット接続工事の場合は
1Gbps 以下）の工事

DD 第三種 DD 種の工事の内、1Gbps 以下のイン
ターネット接続工事

AI･DD 総合種 アナログ回線及びデジタル回線に端末設
備等を接続するための工事全て

※平成 25 年 2 月 1 日に工事担任者規則の一部が改正され、
DD 第二種及び DD 第三種の工事範囲の内、インターネット
接続工事の速度に関する制限が 100Mbps 以下から 1Gbps 以
下に引き上げられました。
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工事担任者資格制度 Q&A

＜工事担任者による工事・監督が必要な場合＞

・工事における工事担任者の必要性の有無
Ｑ１．通信線に電気通信事業者から送られてきたモ

デム等の端末機器を取り付ける場合は、工事
担任者の資格が必要ですか。

Ａ１．工事担任者資格が必要です。ただし、モデム
等の端末機器が技術基準適合認定等を受けた
機器であって、配線工事を必要としないで既
存のモジュラージャックにモジュラープラグ
を差し込むだけであれば、資格は必要ありま
せん。（関連：Q10）

Ｑ２．電気通信事業者の通信設備に通信線を接続す
る工事（端末機器の設定、配線工事、通信試
験等）が完了していますが、PC など端末機器
の設置、設定に工事担任者の資格が必要ですか。

Ａ２．工事担任者資格が必要です。ただし、PC 等の
端末機器が技術基準適合認定等を受けた機器
であって、配線工事を必要としないで既存の
モジュラージャックにモジュラープラグを差
し込むだけであれば、資格は必要ありません。

（関連：Q10）

Ｑ３．通信線に RJ45 等の端子（モジュラープラグ）
を取り付けるだけの作業ですが、工事担任者
資格が必要ですか。

Ａ３．工事担任者資格が必要です。

Ｑ４．電気通信事業者のサービスを利用するため、
屋内の配線工事を行うのですが、工事担任者
の資格が必要ですか。

Ａ４．工事担任者資格が必要です。

Ｑ５．工事の際、社内で作成した図面、指示書どお
りに端末機器を組み立て、端末機器間の配線
を挿入しているだけですが、工事担任者の資
格が必要ですか。

Ａ５．工事担任者資格が必要です。電気通信事業者
の通信設備に端末機器を接続する場合は、端
末機器のセットアップ、設定、配線接続等の
すべての工程において工事担任者による工事、
または実地に監督させることが必要です。

Ｑ６．通信障害の復旧の場合は、工事担任者の資格

が必要ですか。
Ａ６．通信障害等の復旧には、切り分け・回線試験・

復旧工事等の作業が必要であり、接続工事と
同様、工事担任者の資格が必要です。

Ｑ７．電気通信事業者から工事の依頼を受けて工事
を行う場合でも、工事担任者の資格が必要で
すか。

Ａ７．電気通信事業者から工事の依頼を受けた場合
であっても、工事担任者の資格が必要です。

Ｑ８．工事担任者資格があれば、工事を請け負うこ
とが出来ますか。

Ａ８．工事を請け負う場合、工事担任者資格の他に
建設業法における許可等が必要な場合があり
ます。

Ｑ９．建設業法の主任技術者だけで端末設備や自営
電気通信設備の工事はできますか。

Ａ９．工事担任者資格が必要です。建設業法の主任
技術者の資格では、電気通信事業者の通信設
備に接続するための工事は出来ません。電気
通信事業者の通信設備に接続する電気通信工
事の場合は、これに係るー切の工事について
工事担任者による工事、または実地に監督さ
せることが必要です。

Ｑ 10．告示（昭和 60 年郵政省告示第 224 号）において、
工事担任者を要しない工事の接続方法として
プラグジャック方式により接続する方式があ
りますが、その考え方を教えて下さい。

Ａ 10．プラグジャック方式により接続する方式の告
示の趣旨は、家庭用電話機等の接続を前提と
したもので、端末機器の設定、配線工事、通
信試験等が必要でない場合であって、簡易な
方法で接続可能で配線の加工を伴わない RJ11
や RJ45 などのプラグジャック方式による接続
については、工事担任者による工事を要しな
いというものです。これ以外の工事の場合は、
ネットワークの保護、他の利用者の保護、通
信サービスの安定的な確保のため、工事担任
者の資格が必要です。

＜旧資格関係＞
Ｑ 11．平成 17 年 8 月 1 日に工事担任者規則が大幅

に改正され、資格者証の種類が改正されました。
改正前の旧資格を持っている人が新資格を取
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得することにどのような意昧がありますか。
Ａ 11．旧資格と異なり、新資格の試験においては、

ブロードバンド・IP ネットワークや情報セキュ
リティなど新しい分野が試験範囲に追加され
ており、新資格を取得した方は、これらの分
野の知識及び技術力を証明することになりま
す。証明が求められる場面は、例えば、利用
者が工事を発注する時に判断材料とすること
も考えられます。なお、旧資格から新資格へ
の受け換えに際しての移行措置として「基礎」
と「法規」が免除となります。

Ｑ 12．制度改正前の旧資格で、工事が出来ますか。
Ａ 12．旧資格の範囲内で引き続き工事が出来ます。

しかしながら、新資格の試験範囲には新しく
「情報セキュリティの技術」が追加されており、
通信ネットワークの IP 化の進展と情報セキュ
リティの確保等が求められている現在、新資
格を取得することは情報セキュリティの知識
技術を保有していることの証明になります。

＜平成 25 年改正関係＞
Ｑ 13．現在では 1 Gbps のインターネット接続サー

ビスが多くなりましたが、このような工事は
ＤＤ第一種でないと出来ないのでしょうか。

Ａ 13．平成 25 年 2 月 1 日施行の工事担任者資格制度
改正でＤＤ第二種とＤＤ第三種でも 1 Gbps 以
下のインターネットサービスヘの接続工事が
出来るようになりました。

Ｑ 14．ＤＤ第一種の実務経歴による「技術科目免除」
について、「デジタル伝送路設備に端末設備等
を接続する工事（接続点におけるデジタル信
号の入出力速度が毎秒 100 メガビットを超え
るものに限る｡）に 3 年以上」から「デジタル
伝送路設備に端末設備等を接続する工事（接
続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎
秒 100 メガビット（主としてインターネット
に接続するための回線にあっては、毎秒 1 ギ
ガビット）を超えるものに限る｡）」に変更に
なりましたが、「主としてインターネットに接
続するための回線であって、毎秒 100 メガビッ
ト 1 ギガビット以下」の工事の実務経歴は、
ＤＤ第一種の実務経歴として認められますか。

Ａ 14．場合によって異なります。
　    ・平成 25 年 1 月 31 日以前の実務経歴の期間に

ついては、試験の免除の対象として加算する

ことができます。
　    ・平成 25 年 2 月 1 日以降の実務経歴の期間につ

いては、試験の免除の対象とはなりません。

＜その他＞
Ｑ 15．会社、営業所などに工事担任者資格者証に応

じた監督者がいれば、工事を行うことが出来
ますか。

Ａ 15．できません。工事を行う際には、当該工事現
場に工事担任者がいて監督する必要がありま
す。端末設備等の工事には、工事担任者によ
る工事又は実地に監督することが義務付けら
れており、「実地に監督」とは、当該工事現場
で当該工事に従事する者を指揮し、又は指示
し、当該工事作業に関する一切の責任を負う
ことをいいます。

Ｑ 16．資格者証は常に携帯しなければならないので
すか。

Ａ 16．利用者は工事担任者に工事を行わせることが
義務付けられており、工事担任者は利用者か
ら資格者証の提示を求められる場合がありま
すので、利用者の安全・安心の観点から常時
携帯することを推奨します。

Ｑ 17．工事担任者規則第 38 条第 2 項において「工
事担任者は知識及び技術の向上を図るよう努
めなければならない」という規定が制定され
ましたが、どのような趣旨ですか。

Ａ 17．工事担任者資格は更新義務や失効の無い終身
資格ですが、電気通信分野における技術の急
速な発展に対応するため、すべての工事担任
者は、常に新しい知識・技術の修得・維持向
上を資格者自らの自己研鑽（書籍等による自
習、民間における研修等）により図っていく
必要がありますので、当該努力義務を規定す
ることとしました。

※工事担任者試験に係る詳細につきましては、指定
試験機関である（一財）日本データ通信協会　
電気通信国家試験センター（http://www.shiken.
dekyo.or.jp/）にお問合せください。

（出典：総務省 HP　電気通信関係資格手続きの案内　http://
www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/denkishikaku.html）
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　この度、中小企業庁から「中小企業施策利用ガイドブッ
ク（平成 28 年度版）」が発行されました。このガイドブッ
クは、中小企業が、震災対策・経営改善・資金繰り対策・
人材育成・補助金などの施策を利用される際の手引書と
なるよう支援施策に関する様々な情報を網羅したもので、
ぜひご活用されますようご案内いたします。
 

■「中小企業施策利用ガイドブック」の構成
　［平成 28 年度重点施策］：震災対策、経営改善・資金繰

り支援など
　［中小企業支援施策］

１．経営サポート：技術力の強化、創業・ベンチャー支援、
経営革新支援、新たな事業活動支援
知的財産支援、再生支援、雇用・
人材支援、海外展開支援、
取引・官公需支援、経営安定支援、
小規模企業支援

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

　［問い合わせ先一覧］：官公庁・支援団体など

■中小企業施策利用ガイドブック　インデックス（18項目）
①重点施策（震災対策）を知りたい
②重点施策（経営改善・資金繰り支援など）を知りたい
③新しい分野に進出したい
④販路を開拓したい
⑤創業したい
⑥経営の効率化や経営革新を図りたい
⑦他の事業者との連携や地域資源を活用し、新たな取

組みをしたい
⑧技術開発に取り組みたい
⑨知的財産権や産業財産権などの特許権を活用したい
⑩新たな設備を導入したい
⑪事業承継を円滑に行いたい
⑫個人保証・担保に依存しない資金供給を受けたい
⑬企業を再生したい

⑭下請取引の相談やあっせん官公庁から受注したい
⑮金融環境・経営環境の変化に対応した支援を利用し

たい
⑯商店街や中心市街地の活性化、物流の効率化を図り

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

■掲載施策の例（次のような支援施策のほか、多数の施
策が掲載されています）

経営サポート［雇用・人材支援］の例

金融サポートの例

■ご注意
１．掲載されている内容は、各施策の “ 概要 ” ですので、

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

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

３．本書は、平成 28 年 3 月現在で編集されています。

■本ガイドブックの入手方法
　１．本ガイドブックは、次の中小企業庁のホームペー

ジからダウンロードできます。
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/
h28/index.html　

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

■お問い合わせ先
　中小企業庁　広報室　電話：03-3501-1709
　URL：http://www.chusho.meti.go.jp/

（出典：中小企業庁　平成 28 年度中小企業施策利用ガイドブック）

平成28年度版｢中小企業施策利用ガイドブック｣のご案内

施策名 適用
ストレスチェック実施促
進のための助成金

従業員のメンタルヘルス対策
を行いたい

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

キャリア形成促進助成金 職業能力の開発と向上のため
の支援策を知りたい

施策名 適用
セーフティネット貸付 一時的に資金繰りが厳しいの

で融資をうけたい
中小企業経営力強化資金
融資事業

創業又は経営多角化・事業転
換等による新たな事業活動へ
の挑戦を行いたい

経営力強化保証制度 経営の状態を改善する取組み
をサポート
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一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
（CIAJ）の ｢通信機器中期需要予測［2015-2020 年度］
｣によると、14年度の国内PBX市場は対前年度比4.3％
減の 287 億円、ビジネスホン市場は同 5.1％増の 416
億円だった。
　PBX のリプレース周期は平均約 10 年、ビジネスホ
ンは約 6 年といわれる。実際には故障するまで使い
続けることができるため、より長期化する傾向にあ
る。そうした中で、ここ数年は景気回復により企業
の投資意欲が上昇していることに加えて、14 年度は
メーカー各社が新機種を投入したことで、ビジネス
ホンのリプレース需要を喚起した。
　15 年度は、PBX 市場がリプレース需要の回復によ
り前年度比 3.4％増の 297 億円となる一方、ビジネス
ホン市場は需要の一巡により同 5.6％減の 393 億円と
400 億円を割り込む見通しだ｡ 中長期的には、東京オ
リンピック ･ パラリンピックの開催や外国人観光客
の増加によるホテル ･ 旅館の新設、PBX ／ビジネス
ホンの新製品発売といったプラス要因はあるものの、
漸減傾向になると予測する（図表1）。
　このようにリプレース需要が中心である PBX ／ビ
ジネスホンの市場規模には大きな変動がないが、し
かしユーザーのニーズまで変化していないわけでは
ない。ここからは、PBX ／ビジネスホンの最新トレ
ンドを見ていくことにする。

トレンド 1
電話機能　内線・SfB 連携が必須に

多くの企業では営業など外出の機会が多い部署を
中心にスマートデバイスの業務活用が当たり前のよ
うになっている。
　それに伴い、社内外でスマートフォンを内線端
末代わりに使えるスマホ内線化ソリューションは、
PBX に重要な機能となりつつある。
　例えば、NEC の ｢UNIVERGE どこでも内線サー
ビス｣ は、ソフトフォンアプリ ｢UNIVERGE ST400
シリーズ｣をインストールしたスマホと IP-PBX/ キー
テレフォン ｢UNIVERGE SV9500/SV9300/AspireUX｣
を連携させることで、外出先や自宅でも内線通話を
可能にする｡ 社外ではパケット通信を利用するため、
キャリアの定額データ通信プランを契約すれば通信
コスト削滅につながることも企業の支持を集めてい
る。
　｢スマホ内線化ソリューションは、今一番注目され
ている機能｣ と話すのは、オフィス 24 パートナー企
画課長の松本洋紀氏だ。
　IP-PBX ｢MOT/PBX｣ を展開する同社は、スマホ
の普及が本格化した 12 年から内線化ソリューション
｢MOT/Phone｣ を提供している｡ 専用アプリをイン

ストールするだけで、保留転送やパーク保留などの

業界特集

PBX ／ビジネスホン市場はリプレースが中心で、今後も大きな需要は見込めない。メーカー各社は、「Skype 
for Business」との連携や業種特化型ソリューションで新規需要の開拓を図っている。

文◎藤井　宏治（IT通信ジャーナリスト）

ＰＢＸ／ビジネスホン市場の最新動向
ＳｆＢとＰＢＸの共存にニーズ

（図表1）国内 PBX ／ビジネスホン市場予測の推移
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機能をスマホで利用することが可能になる。個人で
保有しているスマホの業務での有効活用として、ま
たスマホの社内運用の入口として、｢MOT/Phone｣
を採用する企業が多いという。
　内線ソリューションの安全性にこだわるのは、ま
ほろば工房だ。同社の IP-PBX ｢MAHO-PBX｣ は、
｢安全に使える PBX｣ を基本コンセプトとしており、

オフィスでは社内 LAN に接続した Wi-Fi を使ってス
マートフォンを内線端末として使えるが、外出先で
は使用できない仕様にあえてしていた。しかし、ユー
ザーから ｢外でもスマホを内線端末として使いたい｣
というニーズが多く聞かれたことから、内線拡張サー
ビス［MobileWarp］を追加した（図表2）。
　IP-PBX 主装置は一般的に社内 LAN に接続され
ているため、オフィスの外からインターネットを介
して接続することはできない｡ 一方、IP-PBX をイ
ンターネットにさらしてしまうと乗っ取りなどの問
題に直面する危険性がある｡ 社外利用を前提とした
MobileWarp と社内の IP-PBX を接続することで役割
分担を進め、セキュリティのレベルを分けることが
できる。また、外線発信の際にパスワードを入力す
る ｢発信認証｣ 機能も備えており、万がー、不正使
用された場合でも外線発信されるリスクを軽減でき
るのも特徴だ。
　私物のスマホを業務に活用する BYOD を採用して
いる企業を中心に内線化ソリューションはますます
欠かせない機能となりそうだ。

■ UC ベンダーとの連携を推進
企業の中には、PBX 更改時に UC（ユニファイド

コミュニケーション）を導入するところも少なくな
い｡ 他方、日本では従来型の電話システムに対する
信頼性も根強い｡ そこで、UC と PBX を連携させる

ソリューションのニーズも高まっている。なかでも
日本マイクロソフト ｢Skype for Business（SfB）｣ は
多くの企業で採用されているとあって、PBX メーカー
各社は SfB との連携に注力しているところだ。
　OKI はソフトフォンアプリケーション ｢Com@
WILL ソフトフォン｣ を使い、SfB を従来の PBX シ
ステムに内線として収容できるコネクターを製品化
している。コネクターを利用することで、SfB で発信
しても OKI の電話端末を利用してアナログ公衆回線
に発信したり、内線端末に電話をかけられるように
なる。
　｢SfB と Com@WILL ソフトフォンを競合ではなく
共存させる方向性を目指している｡ 既存 PBX と SfB
を連携させる案件は、大企業を中心に徐々に増えて
いる｣ と情報通信事業本部企業ソリューション事業
部マーケティング部長の笹岡覚氏は話す。OKI は企
業のワークスタイル変革に貢献する取り組み ｢C3&S

（シーキューブス）｣ の一環として、日本マイクロソ
フトをはじめ、さまざまな UC ベンダーと連携して
いく方針という。
　｢UNIVERGE SV9500/SV9300 のような大容量サー
バーを導入している企業ほど別途、何らかのコミュ
ニケーションツールを採用していることが多い｣。こ
う指摘するのは、NEC スマートネットワーク事業部
マネージヤーの若杉和徳氏だ。

同社が新たに提供する ｢UC Connector｣ は、SfB
クライアントから簡単な操作で、SV9000 シリーズに
収容している内線電話機からの発信を行うことがで
きる｡ 電話帳検索やダイヤル操作が不要となるため、
内線電話機の利便性が向上する。また、プレゼンス
運携により、ユーザーが利用する電話機が通話中に
なった場合、SfB サーバーのプレゼンスも ｢通話中｣
に切り替わる｡ 相手の正確なプレゼンス情報が確認

（図表2）MobileWarpの利用イメージ
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できるようになることで、最適なコミュニケーショ
ン方法を選ベるようになる。
　｢従来の電話のオペレーションは残しつつ、新たな
コミュニケーションツールと連携させたいという企
業の要望に応えるもの｣（若杉氏）となっている。
　エス ･ アンド ･ アイ（S&I）もまた、ユーザー
企業のニーズを受けて、今年 4 月に PBX システム
｢UniConnect 3｣ と SfB との相互連携に対応した（図
表3）。
　これにより、PC の SfB クライアントから企業の電
話環境を介して会社の内線／外線番号での発着信や
保留 ･ 転送が可能になる｡ 会社番号にかかってきた
電話も SfB クライアントにポップアップされる着信
をクリックするだけで応答できる。
　また、新開発したコネクターモジュールにより、
PC やスマホによる通話中は SfB のプレゼンスも自動
的に ｢通話中｣ となる｡ スマホの電話アプリから相
手のプレゼンスを取得 ･ 確認することも可能だ｡ 既
存の電話設備資産を活用することでトータルコスト
を抑える効果もあるという。
　SfB の電話機能は従来型の電話システムとは使い勝
手などの面で大きく異なることもあり、オフィスの
固定電話機を一気に SfB に置き換えるのは現実的で
はない。このため、既存 PBX との連携ニーズはこれ
からも高まることが予想される。

トレンド 2
業種特化型　医療とホテル向けを強化

PBX 市場が成熟化し、オフィスにおける大規模な
新規需要が見込めなくなっている中で、メーカー各
社は業種特化型ソリューションに注力する方向にあ
る。
　業種特化型は、主として①医療 ･ 介護施設、②ホ
テルに分けられる。
　①について、NEC ではソリューション開発を強化
している。このうち ｢UNIVERGE ナースコール連携
ソリューション｣ は、UNIVERGE SV9000 シリーズ
とナースコールシステムの連携により、看護師が携
帯しているスマホヘタイムリーに情報提供を行える
ようにする。
　従来、ナースコール連携には PHS が使われてきた
が、複数台を同時に鳴らすことができなかった｡ 例
えば 8 台の PHS すべてに着信させる場合、患者がベッ
ド脇の呼び出しボタンを押してから、条件によって
は最大約 16 秒かかっていた。これに対し、8 台のス
マホを利用する場合、ほぼ同時に全端末にナースコー
ルが届き、PHS と比べ着信の条件が大きく改善する。
　また、スマホは PHS と比べてディスプレイが大き
く、画像を含めてより多くの情報を表示できる。病
室に設置されたカメラとの連携により、着信の時点

（図表3）「UniConnect3」と「Skype for Business」連携のイメージ
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で患者の状況を映像で確認することが可能だ。
　ナースコール連携ソリューションは、ログイン認
証機能によりスマホ本体に患者情報や着信履歴を残
さないのでセキュリティ面を担保できるうえ 1 台の
端末を複数の看護師が共用することもでき、効率化
を図れる。
　OKI は今夏に予定している PBX システムの次バー
ジョンで、ナースコール連携ソリューションにおけ
る PHS とスマホの混在利用ができる環境を提供する
予定だ。
　PHS はネットワークの安定性や端末の低廉さ ･ 堅
牢性から、病院という厳しい環境下での利用には、
スマホよりも適しているという見方もある。そこで、
｢PHS をすべてスマホに入れ替えるのではなく、PHS
は残しつつ必要な分だけスマホに移行できるように
サポーﾄする｣（笹岡氏）という。

■スマデバを客室電話機代わりに
　②のホテル向けソリューションの 1 つに、オフィ
ス 24 の「MOT ／ Hotel Phone」がある。
　従来の客室電話機代わりにスマホ／タブレットを
利用することを基本コンセプトとする。客室電話機
としての機能以外に、「館内案内」「観光情報」「多言
語通訳」などの機能をアプリで追加することが可能だ。
　客室電話機の利用率は、数％程度にすぎないとい
われる。しかし、廃止するわけにもいかず、ホテル
にとって悩みの種となっている。その解決策として、
MOT/Hotel Phone を提供開始したという。
　従来はフロントや事務室、客室などそれぞれに
固定電話機を設置し、複雑な配線が必要だったが、
MOT/Hotel Phone ではそれらが不要になる（図表4）。
保守費用などのコスト削減とサービス向上を両立で
きるとあって、大手ホテルチェーンからも問い合わ
せが来ているという。

　また、NEC はこれまでホテル向け PBX を国内で
は NEPARC、海外では UNIVERGE HS シリーズと
別々のブランドで展開してきたが、今後は国内外と
も UNIVERGE ブランドに統一する。同社の PBX は、
ビジネスホテルからシティホテルまで幅広い採用実
績がある｡ 東京オリンピック ･ パラリンピック開催
を前に進出が相次ぐグローバルホテルチェーンにも
アピールしていく狙いがあるという。

トレンド 3
クラウド PBX　多拠点で効果を発揮

　クラウド上にある IP 電話サーバーにより PBX 機
能と内線機能を実現する ｢クラウド PBX｣ の動向に
も注目が集まっている。
　クラウド PBX の代表的なサービスの 1 つに、リン
クの ｢BIZTEL｣ がある。
　BIZTEL は、PBX 機能をインターネット経由で提
供するサービス。インターネットに接続可能な環境
であれば場所を選ばず利用できる柔軟性、必要に応
じて規模や機能を追加できる拡張性、さらには安価
な初期費用など、クラウドならではの利点を有する。
　23 店 舗 の レ ス ト ラ ン を 展 開 す る HUGE は、
BIZTEL の導入で店舗と本部を内線化した結果、
PBX の運用コストや拠点間の通話料金の大幅な削減
を実現した｡ 加えて、予約システムとの連携で電話
を受ける際に PC や iPhone 上に表示された顧客の名
前を呼んで対応できるようになったことで、顧客満
足度の向上にもつながっているという。
　このように、全国に多くの拠点や店舗を持つ企業
ではクラウドのメリットをより享受しやすいことか
ら、クラウド PBX の導入 ･ 活用が進むと見られる。

（出典：テレコミュニケーション July 2016）

（図表4）MOT/Hotel Phoneの導入イメージ
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IT構築・運用サービスのパートナーをお探しの皆様へ

株式会社レイコム 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

詳しい内容につきましては、
下記お問い合わせ先までご連絡ください。

①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。

④技術者スクール
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。

②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。

③IT運用・保守サポート
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。

インフラ設計・構築・保守まで一括サポートいたします
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新製品・新サービス

エアロ PTZ カメラは、強風の環境下でも安定した
撮影性能を備えているほか、雨や低温、塩害などの厳
しい環境でも、より安定した撮影を実現するものであ
り、映像セキュリティシステムの活用シーンを広げる
性能と機能を凝縮したものになっています。また、軽
量設計（本体：約 8kg）にすることで、設置工事も容
易であり、様々な場所で手軽にご利用いただくことが
できます。

■主な特長
1．厳しい屋外環境設置が可能な PTZ カメラ

本製品は、耐風速性能として、風速 60m/s まで動
作可能であり、風速 80m/s まで壊れないという強
靭な機構設計を実現しています。風の影響を受け
にくくするため、空気抵抗を低減する独特の流線

型フォルムを採用しています。また、防塵・防水
性能は JISC0920 保護等級 IP66 および IP67（注 1）に
準拠しており、強い噴流水に加え、一時的な水没
にも耐えられます。使用湿度範囲は 10％～ 100％
です。さらにレンズ前面には、雨、雪、泥よごれ
などを取り除き良好な視界を確保するワイパーを
搭載しています。加えて着霜、着氷、結露を防止
するためのデフロスターを搭載し、− 50℃の極寒
環境でも前面ガラス部を暖めて撮影可能としてい
るほか、除湿素子によりカメラ内部の水分を電気
分解して外部に放出します。

（注 1）IP66：防塵・防水性能。粉塵等に対して耐塵形（6）、
水に対して暴噴流（6）への保護がなされていることを
示します。IP67：防塵・防水性能。粉塵等に対して耐
塵等に対して耐塵形（6）、水に浸しても影響がない（7）
の保護がなされていることを示します。

2．ハイブリッド イメージスタビライザー機能を搭載
本製品は、2 つの画揺れ補正機能を組み合わせた「ハ
イブリッドイメージスタビライザー」機能を搭載
しています。パン（左右方向）・チルト（上下方向）
モニターを使って、ゆっくり大きな揺れを補正し、
さらに電子式揺れ補正で、より細かな周期の揺れ
を補正するというものです。これにより、振動の
多い場所に設置しても、安定した映像を送出します。

3．ISO14993（注 2 ※）準拠の耐重塩害仕様と軽量化
で設置コストも削減
本製品は、カメラ本体にグラスファイバー樹脂筐
体を採用しています。海上空港や港湾部など海に
近い重塩害地域で、製品のメンテナンスのための
塩害塗装追加費用を削減することができます。ま
た、グラスファイバー樹脂は、本体の軽量化（約
8kg）も実現しており、設置作業コストを削減する
ことができます。

（注 2）※ ISO14993：塩水噴霧、乾燥、湿潤を繰り返す
ことで耐食性を評価する試験規格。

■お問い合わせ先
パナソニックシステムお客様ご相談センター
電話：0120-878-410（受付：9 時～ 17 時 30 分＜土・日・

祝日は受付のみ＞）

パナソニックシステムネットワークが
ネットワークカメラ「エアロ PTZカメラ」を発売

パナソニックシステムネットワーク株式会社は、映像セキュリティ関連製品として、強風に対する性能を大幅に向上し
たネットワークカメラ「エアロ PTZ カメラ」WV-SUD638 を 2016 年 9 月に発売します。また、別売の照射距離：
150m の IR LED ユニットも同時に発売します。

品名 エアロPTZカメラ 機能拡張ユニット
（別売品）

タイプ 屋外PTZタイプネッ
トワークカメラ

IR LED ユニット
（照射距離 :150m）

品番 WV-SUD638
（ナチュラルシルバー）
WV-SUD638-H

（グレー）
WV-SUD638-T

（ブラウン）

WV-SUD6FRL1
（ナチュラルシルバー）
WV-SUD6FRL-H

（グレー）
WV-SUD6FRL-T

（ブラウン）
本体希望
小売価格 各オープン価格

発売時期 2016 年 9 月　※各 受注生産
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2016 年 4 月から「障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律」（いわゆる「障害者差別解消法」）が
施行されており、企業では、誰もが働きやすい環境を
充実させていくことが求められています。コミュニ
ケーションの重要な要素である「聴く」を支援し、難
聴者への実証事業で高い効果が確認されている「ミン
ライスピーカー」を V-CUBE サービスと組み合わせて
ご利用できます。
 

■「ミライスピーカーⓇ」の主な特徴
　「ミライスピーカーⓇ」は、大きい音を出さなくて
も遠くまで響き渡り、言葉や音楽の明瞭度をあげる
曲面サウンド空間を創る、特許取得済のスピーカー
です。
①難聴者に対しては過去の 400 名の実験によりあら

ゆる種類の難聴の約 8 割が聞きやすいという結果
を得られている。

②距離減衰が少なく明瞭度が下がりにくいので健常
者でも遠くに離れていても小さい音で言葉の意味
が分かる。

③コーン紙を振動させて音波を発する方式ではない
のでマイク使用の際にハウリングがしにくい。

■「ミライスピーカー」と「V-CUBE」を組み合わせ
た企業における利用シーン
①様々な社員が参加する複数拠点との Web 会議。

②多数の社員が聴講する広い会議室やセミナー会場
で実施される経営層からの訓示や社内研修などの
Web セミナー。

■「ミライスピーカー」と「V-CUBE」を組み合わせパッ
ケージの特徴
①声に特化したスピーカーのため、Web 会議や

Web セミナーで配信される音声であっても聴こ
えやすい音声で配信が可能。

②広い会議室やセミナー会場でも「ミライスピー
カー」を設置することで聞き取りやすい音声の配
信が可能。

 

【本パッケージの構成例】
・ビジュアルコミュニケーションサービス「V-CUBE」
・ミライスピーカー（SF-MIRAIS-1）
・カメラ（CC2900e）
・マイク（YC-1000）

■お問い合わせ先
株式会社ブイキューブ　
TEL:0570-03-2121

ブイキューブが音のバリアフリースピーカー
「ミライスピーカー」を提供開始

株式会社ブイキューブは、株式会社サウンドファンと、Web 会議サービスでの利用を対象に、難聴者向けスピーカー「ミ
ライスピーカー」の独占販売契約を締結し、ビジュアルコミュニケーションサービス「V-CUBE」と組み合わせたパッケー
ジとして、2016 年 6 月 21 日より提供開始しました。Web による多拠点との会議や打ち合わせ、Web セミナーによる
経営層からの訓示や社内研修で活用いただけます。本製品により企業における軽度・中等度・高度の難聴者と健聴者の
コミュニケーション環境を可能な限り平等にすることで、働きやすい社会にしていきます。

「ミライスピーカーⓇ」
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本部研修　INFORMATION

本部

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取得）

日程 平成 28 年 8 月より随時

申込み
方法

本部 HP「ITCA 本部主催研修」よりお申込み下
さい。申込受付後、受講料振込用「払込取扱票」
を送付します。
本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。

受講料

会員 14,040 円　一般 21,060 円
（Web 試験 1 回分・資格認定料含む・税込）
再試験は別途費用が発生（Web 試験のみ 3,240
円税込）

学習
方法

受講者キットを受領して、e-ラーニングシステムへの
登録後、Web で学習します。
全学習就業時間数：約 4 ～ 5 時間

目的
イーサネットや TPC ／ 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。

問合
せ先

本部事務局
TEL：03-5543-2250　FAX：03-5244-9711
※詳細は本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。

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方・新人教育カリキュラム等

本部

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・マスター資格取得）

開催地 開　催　日　程 募集人員 会　場

札　幌 平成 28 年  9 月  6日（火）～  7日（水） 10 名 ＮＴＴ北海道セミナーセンタ

仙　台 平成 28 年  9 月14日（水）～ 15日（木） 10 名 仙台青葉カルチャーセンター

金　沢 平成 28 年 10 月  6日（木）～  7日（金） 10 名 金沢流通会館

名古屋 平成 28 年 10 月19日（水）～ 20日（木） 20 名 名古屋企業福祉会館

東　京 平成 28 年 11 月16日（水）～ 17日（木） 20 名 Ｕ−ＡＸＩＳビル　会議室

時間 9 時～ 17 時

申込み
方法

本部 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ郵送または FAX でお申込み下さい。申込受
付後、受講案内書、受講料振込用「払込取扱票」
を送付します。
① FAX：03-5244-9711
②郵送：〒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

受講料 会員 37,800 円　一般 51,840 円
（認定試験料・資格認定料含む・税込）

目的

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。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。

問合
せ先

本部事務局
TEL：03-5543-2250　FAX：03-5244-9711
※詳細は本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。
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。

本部

無線ＬＡＮ技術研修（情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格取得）

開催地 開　催　日　程 募集人員 会　場

仙　台 平成 28 年  9 月16日（金） 10 名 仙台青葉カルチャーセンター

名古屋 平成 28 年１0 月21日（金） 10 名 名古屋企業福祉会館

東　京 平成 28 年１１月18日（金） 10 名 Ｕ−ＡＸＩＳビル　会議室

時間 9 時～ 17 時

申込み
方法

本部 HP「ITCA 本部主催研修」よりお申込み下
さい。申込受付後、受講料振込用「払込取扱票」
を送付します。
本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。
受講料 会員 32,400 円　一般 48,600 円

（認定試験料・資格認定料含む・税込）

目的
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。

問合
せ先

本部事務局
TEL：03-5543-2250　FAX：03-5244-9711
※詳細は本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。

対象者 初級ネットワーク技術者研修の習得者レベル。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。
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地方本部研修・セミナー　INFORMATION

関東

平成２８年度第２回工事担任者（ＡＩ・ＤＤ総合種）取得研修

日程
基礎コース　平成28年10月12日（水曜日）1日間
技術コース　平成28年10月13日（木曜日）1日間
法規コース　平成28年10月14日（金曜日）1日間

定員 各コース10 名

時間 9 時～ 17 時 受講料 1コース 会員　10,800 円（教材費・税込）
一般　12,960 円（教材費・税込）

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、9
月30日( 金 )までに下記へ FAXでお申込み下さい。
FAX 送付先：03-5244-9711

研修
内容

基礎コース（対象者）試験科目の基礎を受験する方
技術コース（対象者）試験科目の技術を受験する方
法規コース（対象者）試験科目の法規を受験する方

（注）現在、AI・DD 総合種の科目合格が無い方
は全コース受講して下さい。

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

平成２８年度経営革新セミナー

日程 平成 28 年 11 月11日（金曜日） 定員 20 名

時間 9 時～ 17 時 受講料 会員及び一般 21,600 円（教材費・税込）

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

『変化をチャンスと捉え、イノベーションを図り、将来
の業績基盤を構築したい』という志の高い経営者、
役員、管理職等を対象にし、新たなイノベーション切
り口を踏まえた新経営戦略・新事業モデル構築から
中期ビジョンの策定・推進、ビジョン推進・変革のた
めの組織・人材革新に至るまでの実践ノウハウ等を
習得します。

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 経営者・幹部・役員、管理職等クラス

東海

平成２８年度工事担任者（ＤＤ第３種）取得研修

日程 基礎・技術・法規コース
平成 28 年 10 月05日（水曜日）１日間 定員 １日コース　20 名

時間 各コース　9 時～ 17 時 受講料 会員　16,200 円（教材費・税込）
一般　21,600 円（教材費・税込）

会場 名古屋企業福祉会館
（名古屋市中区大須　2-19-36）

申込み
方法

東海 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、
9月16日（金）までに下記へFAXでお申込み下さい。
FAX 送付先：052-261-2177

研修
種別

基礎・技術・法規コース
（注）基礎・技術・法規コースを１日で実施します。

問合
せ先

東海地方本部事務局
TEL：052-241-1989　FAX：052-261-2177
※詳細は東海地方本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp/toukai）をご覧ください。

東海

平成２８年度工事担任者（ＡＩ・ＤＤ総合種）取得研修

日程
基礎コース　平成 28 年 10 月06日（木曜日）
技術コース　平成 28 年 10 月07日（金曜日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２日間

定員 ２日間コース　20 名

時間 各コース　9 時～ 17 時 受講料 会員　21,600 円（教材費・税込）
一般　32,400 円（教材費・税込）

会場 名古屋企業福祉会館
（名古屋市中区大須　2-19-36）

申込み
方法

東海 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、
9月16日（金）までに下記へFAXでお申込み下さい。
FAX 送付先：052-261-2177

研修
種別

基礎・技術コース
（注）基礎・技術コースを２日で実施します。

問合
せ先

東海地方本部事務局
TEL：052-241-1989　FAX：052-261-2177
※詳細は東海地方本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp/toukai）をご覧ください。
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九州

ＩＴＣＡ光コラボサービス説明会

日程 平成 28 年 9 月6日（火曜日） 定員 50 名程度

時間 15 時～ 16 時 30 分 受講料 無料

会場 九州沖通信機株式会社３階大会議室　　　　　
（福岡県福岡市南区井尻 4-28-18）

申込み
方法

九州地方本部事務局に申込書を請求
TEL：092-584-5111　FAX：092-584-5115　
メール：doi087@kyuoki.co.jp

研修
内容

『ＩＴＣＡ光』と光コラボサービスを業務提携している
株式会社ティーガイア様より光コラボの事業参入につ
いてご説明頂きます。

問合
せ先

九州地方本部事務局
TEL：092-584-5111　FAX：092-584-5115
メール：doi087@kyuoki.co.jp

九州

九州地方本部 製品説明会

日程 平成 28 年 11 月18日（金曜日） 定員 30 名程度

時間 16 時～ 17 時 30 分 受講料 無料

会場 タカクラホテル福岡　　　　　　　　　　　　　
（福岡県福岡市中央区渡辺通 2-7-21）

申込み
方法

九州地方本部事務局に申込書を請求
TEL：092-584-5111　FAX：092-584-5115　
メール：doi087@kyuoki.co.jp

研修
内容

サンテレホン株式会社、株式会社 高文、ダイコー通
産株式会社による最新の製品を紹介して頂きます。

問合
せ先

九州地方本部事務局
TEL：092-584-5111　FAX：092-584-5115
メール：doi087@kyuoki.co.jp

TEL：03－5543－2250	

新会員（平成28年7月1日~平成28年8月31日）

■通常会員

◎　会社名　　株式会社アイティーイー　　
　　　　　　　（平成28年7月1日入会）　　
　　所在地　　福岡県福岡市　
　　代表者　　平野　勇輝　　
　　TEL　　　092-586-7657
　　事業内容　電気工事、通信工事
　　URL　 　  http://www.ite-jp

◎　会社名　　株式会社中日レジェンド
　　　　　　　（平成28年7月1日入会）　
　　所在地　　愛知県日進市
　　代表者　　西名　正樹
　　TEL　　　0561-72-2491
　　事業内容　管工事・電気工事・電気通信工事・機械
　　　　　　　器具設置工事・消防施設工事の企画設計、
　　　　　　　施工、施工管理及び保守管理
　　URL　 　  http://chu-nichi.co.jp/

◎　会社名　　７ＣＯＭ株式会社
　　　　　　　（平成28年8月22日入会）　
　　所在地　　宮城県仙台市
　　代表者　　佐藤　俊之
　　TEL　　　022-398-7508
　　事業内容　ネットワーク、IP-PBX、ナースコール等
　　　　　　　設備の構築・保守
　　URL　 　  http://7com.co.jp
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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。 
　　「実戦問題シリーズ」（2016 秋版）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2016 年 5 月試験の
問題、②今後出題される可能性のある各種の過去問題」が、解説とともに漏れなく掲載されています。 
　是非、受験準備にお役立て下さい。　（出版社：㈱リックテレコム　〒 113-0034　文京区湯島 3-7-7　リックビル）
　お申込み先：（一社）情報通信設備協会 関東地方本部　事務局　TEL 03-5244-9700　FAX 03-5244-9711

シリーズ 書　　　　名 判 型 頁 ISBN 定　価 斡旋価格

実戦問題
シリーズ

2016秋 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-86594-044-2 2,300 円 2,070 円
2016秋 DD1種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-045-9 2,850 円 2,565 円
2016秋 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-046-6 2,850 円 2,565 円
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

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28年度第2回電気通信主任技術者試験のご案内

1．試験実施日
平成 29 年 1 月 22 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、
西原町（那覇）の各地区で行う予定です。

（2）試験会場　　受験票により通知します。

3．試験申請の受付期間及び受付時間
（1）受付期間　

ア　申請書による申請
　平成 25 年 10 月 1 日（土）から 11 月 8 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 10 月 1 日（土）から 11 月 20
日（木）までです。（以前に経歴証明書を提出し、
科目免除を認められた場合で同一種別の試験を
申請するときは、11 月 8 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 10 月 1 日（土）から 11 月 8 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 11 月 9 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）伝送交換主任技術者試験
（2）線路主任技術者試験

7．試験科目及び出題方式
（1）試験科目

ア　法規　  

一般社団法人日本データ通信協会より平成 28 年度第 2 回電気通信主任技術者試験が公示されましたので、次の
とおりご案内いたします。
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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。

（注）　四国支部は平成28年 10月末廃止、同年11月
1日から四国管内は近畿支部が担当致します。

全科目（4 科目）
試験 ３科目試験 ２科目試験

18,700 円 18,000 円 17,300 円

１科目試験 全科目免除

16,600 円 9,500 円

試験
実施地 事務所 所在地・電話番号

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（注）

〒 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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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
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
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
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8月31日現在で102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
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
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 ㈱ KDcom 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
0113 ㈱大協通信 九州 http://www.daikyotsushin.co.jp/ 099-239-8498
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8月5日からリオオリンピックが開幕
し、各競技の選手が熱い戦いをしまし
た。練習以上の結果が出せた選手も
いれば、思うようにいかなかった選手も
いると思いますが、結果は結果として
受けとめて新たな目標に向けて頑
張って欲しいと思います。
　情報通信業界でも技能オリンピック
が10月21日～24日まで山形県で開催
されます。こちらは毎年開催されて2
年毎に世界大会があり、本年は世界
大会の派遣選手選考会になっていま
す。技能を試される競技だけでなく仕
事に直結しますので、日々 の練習で腕
を磨いて欲しいと思います。
　オリンピックを通じて、競技会が無い
職種でも仕事や生活に目標を持って、
心身共に鍛えていかなければならな
いと思いました。
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