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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

日本電気株式会社 パートナーズプラットフォーム事業部
営業推進部長　景山  勉

働き方改革とコミュニケーションビジネスの発展

早春の候、皆様にはますますご健勝の事とお喜び
申し上げます。

会員の皆様には、平素より多大なるお力添えをい
ただき、誠にありがとうございます。

2017 年も 2 カ月が過ぎましたが、海外情勢含め先
行き不透明な状況は続いております。日本国内の企
業においても、変革への期待と不安が入り混じった
中での事業運営を余儀なくされている状況かと思い
ます。変化への対応と安定した収益の確保が大きな
課題となっております。

本協会におかれましても、通信システムに関する
ビジネス拡大に向け、様々な取り組みが実施されて
おります。電話設備の保守契約促進に関する陳情活
動もその中の一つですが、弊社もこの活動に賛同し、
製品カタログへの保守契約の重要性に関する記述を
順次追加させていただくことといたしました。技術
の進歩とともに交換機本体のダウンサイジング化が
進んでおり、定期点検の重要性が、なかなかお客様
に認めてもらえない時代になってきております。し
かしながら、UC（ユニファイドコミュニケーション）
が世の中に進展しながらも、音声によるコミュニケー
ションは今でも大きな役割を担っており、重要性を
感じているお客様も多くいらっしゃいます。我々メー
カも皆様と一緒に保守の重要性を唱えていきたいと
思います。

一方、世の中は IoT、AI、ビッグデータと新しい
技術領域への関心が高まり、様々な分野への適応が
検討され、実用化も進んできております。弊社でも
IoT や AI への取り組みを発表させていただいてお
り、2 月には SDN の普及に関する取り組みも発表さ
せていただきました。これらの技術は「電話設備と
は無関係」と思われる方も多いと思いますが、実は
かなり近いところにある分野だと我々は考えており
ます。特に IoT に関しては、多岐に渡る機器やセン
サーがつながり、通信をおこなうことになりますの
で、お客様環境下での配線や保守といった工事・保
守ビジネスは今後増加傾向になると思われます。こ

れは、現在すでにお客様の建物の隅々まで電話の配
線や保守サポートを実施している皆様の得意分野で
もあります。将来的には音声システムが IoT の機器
やセンサーを収容し、様々な情報を収集するハブと
なる可能性も高いと考えております。

また、労務管理の問題が社会的に注目されている
こともあり、政府主導の「働き方改革」への取り組
みが一気に加速する様相を見せております。従来か
ら「ワークスタイル改革」をテーマに様々なコミュ
ニケーションシステムの提案を実施してまいりまし
たが、ここに来て本格的にテレワーク、ユニファイ
ドコミュニケーション、スマートデバイス活用など
が加速することになると思います。もちろん音声シ
ステムもビジネスコミュニケーションの重要な要素
となりますので、お客様の働き方に合わせたシステ
ムへの変革が求められ、システム更新のチャンスが
生まれるものと考えております。

弊社でも、従来から培ってきた音声、UC 機能の強
化や、クラウドサービスと連携した付加価値提供な
どを更に進め、これからのお客様の働き方改革の一
翼を担っていきたいと思います。その為には皆様に
とっての設置工事のし易さや、保守運用サポートの
為の仕組みづくりなどをおこない、新たなビジネス
モデルへの発展を目指してまいります。

お客様のビジネスコミュニケーションにおいては、
多種多様な端末が利用され、様々なコミュニケーショ
ン手段が発生します。お客様からは、コミュニケー
ションシステム全体の保守や運用サポートを一括し
て任せられるトータルサポートが求められる時代に
なってまいります。今後の保守・運用ビジネス拡大
に向け、会員の皆様と一緒に新しいサポートビジネ
スのあり方を考え、推進してまいりたいと思います。

時代の変化を追い風に、新しい流れを取り込み、
共に業界の発展に努めていく所存です。

今後ともより一層のご指導ご鞭撻の程よろしくお
願い申し上げます。
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地方本部だより

■視察目的
ベトナムは、今後の安定的な経済成長が期待でき、

政情も安定し、勤勉で親日的な国です。
また、日本企業も多く進出しており、若く活力あ

るベトナムにおいて日本企業がどのように、現地の
法人にソリューションビジネスを取り組んでいるの
か、また日本でのソリューションビジネスとの違い
などを目的に、日本人観光客にも人気の高い、ベト
ナムハノイを学習の場に選び計画しました。

■ベトナム概要
・国名：ベトナム社会主義共和国
・政体：社会主義共和国
・面積：32.9 万㎡（日本の 90%）
・人口：9,250 万人（2014 年）（キン族 86%）
・宗教：仏教（大乗仏教 80%）
・言語：ベトナム語（公用語）　　　　　　
・政治概況：1976 年の南北統一以来、共産党の一党

支配、ドイモイ政策（1986 年）以降は市場経済に
転換

■ベトナム経済概要
・日本はベトナムにとってＯＤＡ最大の援助国

2011年以降の円借款は各年2,000億円超。

主要援助国は日本、フランス、韓国、ドイツ、オー
ストラリアである。

・経済成長「安価、豊富、優秀な労働力」
2015年通年での GDP成長率は6.68%と、政府の目
標値6.2%を大きく上回る、2007年以来の高水準。
ベトナム政府は2016年の実質 GDP成長率の目標
を6.7%、消費者物価指数（CPI） 上昇率や貿易赤字
幅をそれぞれ5.0%未満と設定した。

・経済規模
GDP は日本の約 4.8%
日本 約 US ＄41,116 億　ベトナム 約 US ＄ 1,988 億

　（2015 年  IMF 推計）　
　
■ベトナム人口構造
・ベトナムの人口、年齢別構成は 1955 年（S30 年）

当時の日本とよく似ている。
・現時点のベトナムは人口ボーナス期の中にあり、

2020 年まで続くと見られている。（15 歳～ 19 歳 
最多層）

・現在のベトナムは人口規模や成長率が高度経済成
長期の日本と酷似。

・豊富で安価な若年労働力が田舎から労働市場に供
給される構造も同じ。

中国地方本部と九州地方本部の有志による「ソリューション事業視察研修」のため、平成28年11月30
日（水）～12月3日（土）までの3泊4日の日程でベトナムを訪問しました。その模様をご紹介させてい
ただきます。

ＮＥＣベトナム（ハノイ）における視察研修を終えて
一般社団法人情報通信設備協会　中国地方本部

九州地方本部
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■ベトナム産業別課題
・自動車産業

2018年完全撤廃（自動車輸入関税）次第でどうなる
かは不明、将来はタイを中心にシフトするのでは。

・電気ハイテク産業
輸出加工が多く、現地での調達率は ASEAN諸国
では圧倒的に低い、ベトナム製造業の最大の課題
である。

・家電産業
大半はプリンター、一部家電がある程度。ただ内
需向けの家電などは、今後生産が見込まれる。

■ＮＥＣベトナム株式会社　訪問
・会社概要

会社設立 2006年4月 社長 伊藤 慶多 社員数204名
（2016年10月現在） 日本人社員は10名

・事業概要
日系製造業向けを中心としてソリューション事業
を展開している。
１．ハードウェア（サーバ・PC）　

①通信事業者向け通信機器並びに関連サービス
の提供　

② Express5800、シンクライアント、PBX、複合
機等　　

２．システムインテグレーション　
①官公庁、国営企業並びに金融機関向けソリュー

ション提供
②基幹系ソリューション、セキュリティ、HP作

成等
・プレゼンテーションのまとめ

１．IT関係における課題
① IT面ではまだまだ課題が多く、国の発展に追

いついてない状況である。
②日本では、考えられない課題に直面する。
③現地の技術力は日本の60%程度である。

 

■終わりに
近年、大きく成長している国ですが、まだまだイ

ンフラの構築が出来ていません。特に公共交通機関
が整備されてなく、今後インフラへの設備投資を行
うことによって、世界遺産であるハロン湾への観光
客が訪れ、大きく変貌することが期待できる国です。

最後に、今回の宿である工業団地のあるハンズオ
ンにオープンした、日本企業（増岡組）が 100% 資本・
運営によるサービスアパートへの宿泊を通じて新規
事業の一端を学ばせていただき、大変感謝しています。

■今回の視察研修にあたり、お世話になりました皆
様に厚く御礼申し上げます。

○ NEC ベトナム㈱
　社　　長　　　　　伊藤　慶多　様
　担　　当　　　　　松山　　光　様
○日本電気㈱中国支社　
　事業推進部長　　　米田　　修　様　　　
○ハンズオン・ガーデン 　 
　支 配 人　　　　　長谷川恵子　様
○㈱増岡組
　情報システム部長　清田　康博　様　
○㈱日本旅行
　課　　長　　　　　木原　秦順　様

ホーチミン廟

ハロン湾

プレゼンテーション模様
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業界ニュース　12月 

IDCJapan ㈱は、国内モバイルデバイス市場（スマートフォン市場、タブレット市場、PC 市場、データ通信カー
ドなどの Data Communication を含む）の 2016 年第 3 四半期（7 ～ 9 月）の出荷台数実績予測を発表した。2016 年
第 3 四半期の国内モバイルデバイス出荷台数は、前年同期比 7.4％増の 1,157 万台となった。家庭市場の中心である
スマートフォンや、ビジネス市場中心の PC の出荷がプラス成長になったことが大きな要因である。スマートフォン
市場は、新製品の Android ベースの携帯電話や、Android 端末の通信事業者向け出荷が好調に推移したことによっ
て、前年同期比 18.8％のプラス成長となった。また、PC 市場も全体として 6.3％のプラス成長となった。家庭市場向
け PC も eCommerce 経由での出荷が好調に推移したことで、前年同期比並みの出荷となった。タブレットは、家庭
市場およびビジネス市場共にマイナス成長となり、前年同期比 14.6％のマイナス成長となった。

ＩＤＣＪａｐａｎが２０１６年第３四半期　国内モバイルデバイス市場予測を発表

レノボ・ジャパン㈱は、「ThinkPad Stack」シリーズの新製品として、機能拡張が可能なモバイルプロジェク
ター「ThinkPad Stack モバイルプロジェクター」を発表した。本製品の重量は、約 361 ｇで、バッグ等に入れても
持ち運びやすい手のひらサイズである。また、プロジェクターには Android OS を搭載し、150 ルーメン、720 ｐの
解像度を実現するとともに、内蔵されたバッテリーにより電源環境の無い中でも約 70 分の利用が可能である。さ
らに、「ThinkPad Stack」シリーズの各モジュール「ThinkPad Stack 10000mAh パワーバンク」、「ThinkPad Stack 
Bluetooth スピーカー」、「ThinkPad Stack ワイヤレス　ルーター／ 1TB ハードドライブキット」と積み合わせて
使用することで、機能拡張が可能である。各モジュールとはそれぞ
れを積み重ねるだけで接続されるため、手軽に機能を拡張可能であ
る。さらに、ThinkPad シリーズならではの耐久性とデザインを継承。
出張時の社内外プレゼンテーションなどの仕事から、屋内・屋外で
の映像鑑賞などのプライベートなシーンまで、様々な場面で活躍す
る 1 台である。販売価格：79,000 円（税別）
（URL：http://www.lenovo.com/news/jp/ja/2016/12/1206.shtml）

レノボ・ジャパンが機能拡張が可能な小型・軽量モバイルプロジェクター
「ＴｈｉｎｋＰａｄ Ｓｔａｃｋ モバイルプロジェクター」を発売

ThinkPad Stackモバイルプロジェクター

NEC は、NEC の最先端 AI 技術群「NEC the WISE」の 1 つとして、街中や店舗などの既存のカメラで、離れた
場所からでも人の視線の方向をリアルタイムに検知できる「遠隔視線推定技術」を開発した。本技術は、世界 No.1
の NEC の顔認証技術の中核となる顔特徴点検出技術を用いて、視線検知に必要な目頭や目尻、瞳など目の周囲の特
徴点を正確に特定することで、通常のカメラのみで上下左右 5 度以内の誤差となる高精度な視線方向の検知を実現し
たものである。また、低解像度や明るさの変化への対応強化により、カメラと対象者が 10m 離れた位置からでも視
線検知を可能とした。さらに、高速に計算可能な特徴量抽出技術により、これまでは困難だった複数人の視線方向の
同時検知も可能である。
（URL：http://jpn.nec.com/press/201612/20161216_01.html）

ＮＥＣが離れた場所から視線の方向をリアルタイムかつ高精度に検知できる「遠隔視線推定技術」を開発
～街の見守りや店舗のマーケティングに応用～

コクヨ㈱と㈱ブルーオーシャンシステムは協業し、コクヨが提供するデジタルノート「CamiApp S（キャミアッ
プ エス）」と、ブルーオーシャンシステムが提供するクラウド型ケア記録システム「ブルーオーシャンノート」と
の連携ソリューションを、2017 年 1 月 12 日より提供開始した。本ソリューションは、現場でヘルパーが「CamiApp S」
を用いて専用帳票に手書きで記入するだけで「ブルーオーシャンノート」へ転送し、訪問実績管理・業務日誌作成管理・
ケース記録管理など煩雑な記録管理業務を自動的に行うことで、事務作業の削減を実現する。また、規定を満たし
たサービスを提供しても記録管理が十分でないため、「特定事業者加算」の取得ができなかった事業所にも有効なソ
リューションである。お問合せ先：コクヨお客様相談室 0120-201-594　
（URL：http://www.kokuyo.co.jp/com/press/2016/12/1897.html）

コクヨが提供するデジタルノート「ＣａｍｉＡｐｐ Ｓ」とブルーオーシャンシステムが協業
～紙帳票への手書きだけで介護記録管理システム入力が完了～
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キャノン IT ソリューションズ㈱は、テレワーク支援ソリューション事業に参入した。カメラ映像から勤務状況
を自動検出するクラウド型テレワーク支援サービス “ テレワークサポーター ” を 2017 年 2 月から提供開始した。本
ソリューションは、カメラ映像から勤務状況を自動検出することが可能で、顔認証技術により本人の在席・離席を
自動判別し勤務状況に反映する。勤務状況をグラフでビジュアル化し、勤務時間を日別・週別・月別に自動集計で
きる。また、本人以外の「なりすまし」や「覗き込み」を自動検出し勤務管理者へ通報すると同時に、画面をブラッ
クアウトさせて情報流出を阻止する。さらに、インシデント発生時には不正利用者のカメラ画像とスクリーンショッ
トを同時に記録し、通常時も一定間隔でカメラ画像を記録することで勤務状況の証跡を残せる。“ テレワークサポー
ター ” は勤務実績の見える化とセキュリティに関する企業側の課題を解決すると同時に、テレワーカーには勤務状
況の連絡や報告作業など煩わしい業務から解放し、安心して業務に集中できる環境を提供する。価格：月額 2,000
円／ 1 アカウント
（URL：https://www.canon-its.co.jp/news/detail/20161206telework.html）

キャノン ITソリューションズがテレワーク支援ソリューション事業に参入
～カメラ映像から勤務状況を自動検出する “テレワークサポーター ”を提供開始～

富士通フロンテック㈱は、アンテナ一体型で業界最薄を実現した UHF 帯 RFID
リーダライタ「FUJITSU RFID・センサーソリューション カウンターセンサース
リム」を 2016 年 12 月 13 日より販売開始した。本製品は、従来分離していたリー
ダライタ部とアンテナ部を一体化するとともに、制御部の小型化により、本体の厚
さを 17.5mm と、従来機比で約 70％削減し、スペースの限られた店頭カウンタで
も邪魔にならない大きさとデザインを実現した。さらに、アンテナ構造の見直しと
通信制御方式を最適化することで、リーダライタの上向だけを高い精度でセンシン
グするよう読み取り性能を強化し、誤って近傍の商品タグを読み取るリスクを軽減
したほか、送信出力を特定小電力の 250mW 以下としたことで、無線局への申請が
不要となり、RFID システムの導入を容易にした。そのほか、電源を POS 端末、タブレットやパソコンから USB ケー
ブルで供給できるようにしたことで、専用電源の確保が不要となり、すっきりとスマートな利用環境を提供する。
（URL：http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/resources/news/press-releases/2016/1213.html）

富士通フロンテックが小売店舗カウンタ業務を革新するＲＦＩＤリーダライタを販売開始
～アンテナ一体型でスマートな利用環境を実現～

カウンターセンサースリム

㈱コンテックは、-20 ～ 60℃の広温度範囲に対応した小型組み込み用スイッ
チング HUB（型式：SH-8008F）を開発、ネットワーク周辺機器の製品ブラン
ド「FLEXLANⓇ」の新製品として 2016 年 12 月 13 日より販売開始した。本
製品は、IEEE802.3u（100BASE-TX）／ IEEE802.3（10BASE-T）規格に準拠
した小型スイッチング HUB である。-20 ～ 60℃の広い動作温度範囲に対応、
一般向け汎用のスイッチング HUB が使用できない悪環境でも動作するように
設計されている耐環境性に優れた産業用スイッチング HUB である。

総合インフォメーション：050-3736-7861
（URL：http://www.contec.co.jp/corp/press/2016/16121300.html）

コンテックが－２０～６０℃の広温度範囲に対応
～耐環境性に優れたＩｏＴ／Ｍ２Ｍ向け小型組み込み用スイッチングＨＵＢ新発売～

SH-8008F

NTT 東日本および NTT 西日本は、社会貢献活動の一環として、耳や言葉の不自由な方向けに、外出先での新た
なコミュニケーションツール「電話お願い手帳 Web 版／アプリ版」を開発し、2016 年 12 月 21 日より提供を開始した。
これまで耳や言葉の不自由な方が外出先で要件や連絡等を書いて近くの方に協力をお願いするためのコミュニケー
ションツールとして 1983 年より「電話お願い手帳（冊子版）」を継続して発行してきたが、近年、インターネットに
接続できる携帯端末等（スマートフォン、フィーチャーフォン等）の普及が進んでいることを踏まえ、利用者の利便
性向上を目的に開発した。

利用方法は、NTT 東日本・NTT 西日本 Web からダウンロードする。
（URL：http://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20161221_02.html）

ＮＴＴ東日本と西日本が耳や言葉の不自由な方向け外出先での新たなコミュニケーションツール
「電話お願い手帳Ｗｅｂ版／アプリ版」の提供開始
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業界ニュース　1月 

IDCJapan ㈱は、2016 年上半期までの実績に基づいたソフトウェアとアプライアンス製品を含めた国内情報セキュ
リティ製品市場の 2016 ～ 2020 年の予測を発表した。2016 年の国内情報セキュリティ製品市場規模は、前年比 4.0％
増の 2,807 億円と推定している。セキュリィテソフトウェアの市場規模は、前年比 4.2％増の 2,339 億円、その内 SaaS
型セキュリティソフトウェアの市場規模は前年比 20.2％増の 173 億円と推定している。また、セキュリティアプライ
アンス製品の市場規模は前年比 3.2％増の 468 億円と推定している。

2017 年以降は、2019 年に開催されるラグビーワールドカップや 2020 年に開催される東京オリンピック／パラリン
ピックでの重要な社会インフラへのサイバー攻撃の対策需要と、マイナンバー法や改正個人情報保護法の法規制によ
る個人情報への保護対策強化によって、同市場に対する需要が拡大するとみている。国内セキュリティソフトウェア
市場の 2015 年～ 2020 年における年間平均成長率は 4.4％で、市場規模は 2015 年の 2,246 億円から 2020 年には 2,792
億円に拡大すると予測している。

ＩＤＣＪａｐａｎが国内情報セキュリティ製品市場予測を発表

㈱ NTT ドコモは、伊藤忠商事㈱と、健康関連事業を展開するウェルネス・コミュニケーション㈱の 3 社共同で企
画・開発した、法人企業向けに社員の健康管理をサポートするサービス「Re:Body（リボディ）」を 2017 年 4 月 1 日
より全国で提供開始する。それに先立ち、1 月 11 日より受付を開始した。本サービスは、社員が毎年受診する健康
診断の結果、歩数、体重及び体脂肪率などの健康データを「Re:Body」専用サーバーに収集・蓄積することで、導入
企業の社員がスマートフォン上で日々の変化をグラフで確認、健康リスクを把握、目標設定機能を活用して適正な体
重・体脂肪率に向け、健康管理ができるサービスである。いつでもどこでも手軽に自身の健康データを閲覧すること
ができるほか、専門家が監修した健康に役立つコラムも閲覧できる。利用条件：1 企業 100ID 単位の販売　利用料金：
年額利用料 36 万円（100ID）から

受付窓口：全国のドコモ法人営業部門・ドコモビジネスオンライン（http://www.docomo.biz/contact/）
（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2017/01/10_00.html）

ＮＴＴドコモが社員の健康管理をサポートする「Ｒｅ:Ｂｏｄｙ」を法人企業向けに提供開始

ソフトバンク㈱は、防水・防じんに対応し、耐衝撃性能を備えたコンパ
クトサイズの衛星電話「Softbank 501TH」（Thuraya Telecommunications 
Company 製）を 2017 年 1 月 16 日に発売した。主な特長は、①防水・防
じんに対応し、耐衝撃性能を備えたコンパクトサイズの衛星電話。②連続
通話時間は国内最長の約 9 時間、連続待受時間は約 100 時間を実現。③緊
急機関への発信が可能。メニュー画面、SMS 作成などは日本語に対応。
（URL :  h t t p : / /www . s o f t b ank . j p / c o rp/g r oup/ sbm/news/
press/2017/20170110_01/）

ソフトバンクが片手で持ちやすいコンパクトサイズの衛星電話
「ＳｏｆｔＢａｎｋ ５０１ＴＨ」を発売

Softbank 501TH

㈱ネクスウェイは、小型FAX受信機を活用し、FAX番号を変更せずに利用でき、イメージデータによる閲覧でペー
パーレスなど、“ 企業間受発注業務のワークスタイル変革 ” を推進する IoT ソリューション「FAX e- 受信 FAX サー
ビス」を 2017 年 2 月 1 日から提供開始した。FAX を活用している企業では、受信した大量の FAX は紙で出力・
仕分け・管理しなければならず、煩雑な業務に多くの企業が課題を持っている。ネクスウェイでは、FAX アダプタ
を活用した、業界初「FAX 番号を変えず、さらにコストアップせずに利用できる」FAX 受信サービスを実現した。
受信した FAX のイメージデータをクラウド上で管理することにより、外出先や遠隔地から FAX を確認することが
できるようになった。
（URL: http://www.nexway.co.jp/corporate/news/20170123.html）

ネクスウェイが “企業間受発注業務のワークスタイル変革 ”を推進するＩｏＴソリューション
「ＦＮＸ ｅ-受信ＦＡＸサービス」をリリース
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㈱日立ソリューションズが、他拠点のお客様との通話を録音した音声データ（通話録音データ）を一元管理して
活用できる「音声認識管理システム」を 1 月 20 日から販売開始した。本システムは、CRM（顧客管理システム）
などと連携し、お客様の電話番号で紐づけた氏名や年齢、契約番号などでも通話録音データを検索できる。また、
オプションで、通話録音データをテキストデータに変換することで、キーワードによる検索やフォルダへの自動整
理も可能となる。これにより、金融機関などのコンプライアンス部門の管理者は、1 件ずつ確認せずに、不適切な
商品説明を迅速に発見できるなど、企業のコンプライアンス強化や業務効率向上を図れる。また、各拠点からも検
索できるため、営業担当者の応対品質向上にも活用することができる。
（URL： http://www.hitachi-solutions.co.jp/company/press/news/2017/0119.html）

日立ソリューションズが通話録音データの一元管理から分析までを行う
「音声認識管理システム」を販売開始

　㈱ビーマップと㈱リコーは、企業内に設置したリコー製複合機を利用して社員（個人）が私的なコピーや、ク
ラウド上にあるさまざまなコンテンツのプリントを行うことができる新サービス「こんぷりんビジネス」を
2017 年 1 月 10 日から提供開始した。リコー製複合機との連携ソフトウェアの開発・販売を支援する「Ricoh 
Developer Program」を活用し、ビーマップがリコーの技術協力のもとで開発・販売するものである。本サービスは、
複合機利用の際に個人の持つ IC カードを用いて認証を行い、個人ごとに印刷費用を決済する仕組みを提供する
ものである。利用に際しては、複合機を設置している企業とビーマップが本サービスの利用に関する契約を締結
する必要がある。利用者（社員個人）はビーマップの提供する Web サイト上でデポジットポイントを事前に購
入することで、職場の複合機を私的に利用した際に適切な印刷費用をポイントから減算して支払うことが可能で
ある。これにより、利用者は私的なコピーやプリントをするために、自宅に家庭用プリンターを用意したり、社
外のコピーサービスを利用したりする必要がなく、日ごろ使い慣れたオフィスの高機能な複合機を使うことがで
きる。提供価格：アプリケーション自体は無償提供。個人が利用するサービスによって費用は異なる。
（㈱ビーマップ：https://www.bemap.co.jp/  ㈱リコー：http://jp.ricoh.com/）

ビーマップとリコーが企業内の複合機を使って、私的なコピーやコンテンツ・プリントができる新サービス
「こんぷりんビジンネス」を提供開始

東洋紡㈱とユニオンツール㈱は、東洋紡のフィルム状導電素材「COCOMIⓇ」を
使った居眠り運転検知システムを共同で開発した。2017 年中の販売に向け、実証実
験を行っている。本システムの特長は、心拍周期の検出に東邦防のフィルム状導電
素材「COCOMIⓇ」を使用した肌着を用いている。「COCOMIⓇ」は薄く伸縮性があ
り、自然な着心地のウエアラブルデバイスを実現できるため、従来システムと比較
して、装着時の着心地を改善し、また、眠気検出の精度は従来と変わらない。
（URL： http://www.toyobo.co.jp/news/2017/release_7354.html）

東洋紡とユニオンツールが居眠り運転検知システムを共同開発

「COCOMIⓇ」を使用した居眠り運転検知システム

イワヤ㈱、㈱ NTT ドコモ、バイテックグローバルエレクトロニクス㈱、
MOOREdoll Inc（ムーアドール）は、離れて暮らす家族と音声メッセージ
で連絡が取れ、人感センサーによる見守り機能を搭載したクマのぬいぐる
み型コミュニケーションロボット「コミュニケーションパートナーここく
まⓇ」を、2017 年 1 月 25 日に発売した。

主な機能：ボイスメッセージ、おはなし機能、見守り機能。希望小売価
格：34,800 円（税抜き）サービス利用にあたっては月額サービス利用料 1,980
円（税抜）かかる。携帯電話・スマートフォンで事前登録が必要。

問い合わせ先：イワヤ㈱　03-3848-5111
（URL： https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/notice/2017/01/
20_00.html）

イワヤ等が離れて暮らす家族をつなぐ
「コミュニケーションパートナーここくま」を発売

「ここくま」本体画像
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特集

内閣サイバーセキュリティセンターは、国民がサイバーセキュリティについての関心を高め、理解を深
めていただくために、毎年2月1日から3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」とし、政府機関は
もとより、関係機関、団体の協力を得て、ウェブサイトや SNSを通じた情報発信を行うほか、全国各地
でイベントの開催をして普及活動を行っています。詳細は、ウェブサイトをご覧ください。

（http://www.nisc.go.jp/）

内閣サイバーセキュリティセンターから
「サイバーセキュリティ月間」のご案内

■サイバーセキュリティの日　　2 月 1 日

　サイバー空間を取り巻く環境が急速に変化し、リ
スクの深刻化が社会的課題となってきていることか
ら、サイバーセキュリティ月間の最初のワーキング
デー（土曜日、日曜日および祝日を除く平日）を「サ
イバーセキュリティの日」とし、月間の趣旨を広く
国民に啓発するとともに、特に、深刻化・高度化す
るサイバー空間の脅威やその対応策等について理解
を深めることを目的として、サイバー空間の安全に
資する取組を重点的に行うこととしています。

■サイバーセキュリティ月間　　

　2 月 1 日～ 3
サ

月 1
イ バ ー

8 日

　2 月 1 日～ 3 月 18 日までを「サイバーセキュリティ
月間」と定めて、期間中、政府機関はもとより、広
く関係機関、団体の協力の下に、国民各層の幅広い
参加を得た取り組みを集中的に推進しています。

■キャッチフレーズ等

（1）2017 年キャッチフレーズ「# サイバーセキュ

リティは全員参加！」

　サイバーセキュリティの大切さを国民全員に広
くアピールし、一体となってこれに取り組むこ
とが重要であることから、本年度のキャッチ
フレーズを「# サイバーセキュリティは全員参
加！」になりました。

（2）キャッチフレーズ

　「知る・守る・続ける」

（3）ロゴマーク

　サイバーセキュリティ普及啓発ロゴマークは、

産学官民連携した普及啓発活動をより一層推進
するために定められました。

・「知る」（青色）は、IT リスクなどの情報を冷静
に理解し知る

・「守る」（緑色）は、安全・安心にインターネッ
トを利用し、サイバーセキュリティ上の脅威か
ら、身を守る

・「続ける」（赤色）は、サイバーセキュリティ対
策を情熱を持って続ける

（4）ポスター
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■各種相談窓口

①購入した製品の具体的な使い方について
・各製品の開発元／販売元へご連絡ください。
・電話番号：各製品の取扱説明書などに記載され

ています。
②コンピュータウイルスに感染してしまったと思っ

たら
・IPA（アイピーエー）（情報処理推進機構）セキュ

リティセンター　安心相談窓口
・電話番号：03-5978-7509　（平日 10:00 ～ 12:00 お

よび 13:30 ～ 17:00）
③広告や宣伝目的の迷惑メールに困っている時

・一般財団法人日本データ通信協会　迷惑メール
相談センター

・電話番号：03-5974-0068（平日 10：00 ～ 17：00）
（祝祭日は除く）

④架空請求メールを受け取ったりワンクリック請求
に遭ったりして不安な場合
・最寄りの消費生活相談窓口にご連絡ください。
・消費者ホットライン［188（いやや）］で最寄り

の消費生活相談窓口を紹介してもらえます。
⑤犯罪に係る相談や情報提供を電話で受け付けてい

ます。
・各都道府県警察のサイバー犯罪窓口
・電話番号：各都道府県警察にお問い合わせくだ

さい。
（出典：内閣サイバーセキュリティセンター　http://
www.nisc.go.jp/security-site/）

開催日 行事の名称 会場名 主催者

3/4 秋間梅林まつり 秋間梅林まつり
（群馬県安中） 安中警察署

3/4 インターネット安全教室
コラボラキャンパスネットワーク

（北九州大学北方キャンパス）
（福岡県北九州市）

独立行政法人情報処理推進機構（実施
運営 :NPO日本ネットワークセキュリティ協
会）

3/5 サイバーコロッセオ×SECCON ペルサール秋葉原
（東京都千代田区）

総務省
SECCON実行委員会
日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）

3/6
｢情報セキュリティ対策の基盤を実
現する技術仕様STIX､TAXⅡの
概説｣セミナー

文京グリーンコート
（東京都文京区） IPA

3/6～3/10 サイバーセキュリティ相談会 日本マイクロソフト品川本社
31F会議室（東京都品川区） 日本マイクロソフト㈱

3/8～3/10 Security Days 2017 JPタワーホール＆カンファレンス
（KITTE 4F）（東京都千代田区）㈱ナノオプト･メディア

3/10
CSMSセミナー～重要インフラのサ
イバーセキュリティ戦略と制御シス
テムセキュリティに

JJK会館
（東京都中央区築地4-1-14） 一般財団法人日本情報経済社会推進

3/11 サイバーセキュリティTOKYO 都立産業技術高等専門学校
品川キャンパス（東京都品川区） 都立産業技術高等専門学校

3/11 サイバー犯罪被害防止イベント 三井アウトレットパーク･ジャズ
ドリーム長島（三重県桑名市）

三重県警察本部生活安全部サイバー犯罪
対策課

3/12 インターネット安全教室 壬生町生涯学習館
（栃木県壬生町）

独立行政法人情報処理推進機構（実施
運営 :NPO日本ネットワークセキュリティ協
会）

3/13
草の根サイバーセキュリティ運動全
国連絡会（Grafsec-J）第三回全国
大会

主婦会館プラザエフ7階カトレア
（東京都千代田区）

一般財団法人草の根サイバーセキュリティ
運動全国連絡

3/14 サイバーセキュリティシンポジウム
2017 in TDU

東京電機大学丹羽ホール
（東京都足立区）

東京電機大学研究推進社会連携センター
（CRC）

3/15 サイバーセキュリティイニシアティブ
2017

品川インターシティホール
（東京都港区）

主催 :経済新報社
共催 :IPA

3/16 Security Days 2017
ナレッジキャピタル ･カンファレンス
ルーム（グランフロント大阪北館タ
ワー B 10F）（大阪府）

㈱ナノオプト･メディア

3/17 セキュリティ･キャンプフォーラム
2017

フクラシア東京ステーション
（東京都千代田区） IPA、セキュリティ･キャンプ実施協議会

3/18 第3回SPREADサポーターズミー
ティング2017

品川インターシティ会議室
（東京都港区）

一般社団法人セキュリティ対策推進協議
会（SPREAD）

■ 2017 年サイバーセキュリティ月間関連行事
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支援策 問合せ先
人材を探す

①ハローワークで人材を募集したい 全国 544ヵ所のハローワーク　
http : //www.mh lw .go . j p/kouse i roudoushou/
shozaiannai/roudoukyoku/

　求人は、事業所所在地を管轄するハローワークにお申込
みください。
②豊富な経験を持つ人材を採用したい

各道府県のプロフェッショナル人材戦略拠点
http://www.pro-jinzai.go.jp/

　都市圏の大企業等で豊富な事業経験を持ち、経営者の
右腕となって企業の成長戦略の実現を担うプロフェエショナ
ル人材の採用に向けてお手伝いをします。

職場の魅力を伝える
①学生インターシップを受け入れたい 地域インターシップ推進組織

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/
sangyou/1347814.htm
文部科学省高等教育局専門教育課
TEL:03-6734-4750

　受入れ時期や期間、希望する学生のタイプなど要望に応
じて、「地域インターシップ推進組織」が中心となり、学生と
のマッチングを行います。

②地域の若者に職場の魅力を発信したい 全国 544ヵ所のハローワーク・全国 47ヵ所の労働局職業安
定部
http : //www.mh lw .go . j p/kouse i roudoushou/
shozaiannai/roudoukyoku/

　若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理が優良
な中小企業を「ユースエール認定企業」として認定していま
す。
　［両立支援等助成金］［職場意識改善助成金］等の助
成を行います。

中小企業庁が、中小企業・ 小規模事業者向け支援策を目的別・ 窓口別にまとめたハンドブックを発行し
また。今回、「人材活用支援ハンドブック」として厚生労働省など広く政府の支援策を紹介した初めての
冊子で、「探す」から「活用する」・「育てる」まで幅広く応援する内容となっています。抜粋を一覧にしま
したので是非ご活用ください。また詳細は、経済産業省ＨＰをご覧ください。

経済産業省・中小企業庁が
「中小企業人材活用ハンドブック」を発行

本冊子は、「人材を探す」、「職場の魅力を伝える」、「仕事を続けやすい
職場をつくる」、「人材を活用する」、「人材を育てる」の 5 つのカテゴリー
で、中小企業・小規模事業者の人材活用を応援する支援策を紹介しており、
支援策の窓口と電話番号が掲載されていますので、すぐに問い合わせが
できます。また、支援策を詳しく紹介しているサイトの QR コードが付い
ているので、スマートフォンで簡単にアクセスができます。（出典：経済
産 業 省　http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160502002/20160502002.
html）

特集
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支援策 問合せ先
仕事を続けやすい職場をつくる

①社員の職場定着に取り組みたい 全国 544ヵ所のハローワーク・全国 47ヵ所の労働局職業安
定部
http : //www.mh lw .go . j p/kouse i roudoushou/
shozaiannai/roudoukyoku/

　［職場定着支援助成金］個別企業助成コース・中小企
業団体助成コースや［三年以内既卒者等採用定着奨励金］
の助成が行われます。
②仕事と生活の調和に取り組みたい 全国 47ヵ所の労働局職業安定部

雇用環境・均等部（室）
http : //www.mh lw .go . j p/kouse i roudoushou/
shozaiannai/roudoukyoku/

　［両立支援等助成金］［職場意識改善助成金］等の助
成を行います。

人材を活用する
①就職が困難な方を受け入れたい 全国 544ヵ所のハローワーク・全国 47ヵ所の労働局職業安

定部
http : //www.mh lw .go . j p/kouse i roudoushou/
shozaiannai/roudoukyoku/

　［特定求職者雇用開発助成金］［トライアル雇用奨励金］
の助成を行います。

②日本政策金融公庫の貸付を受けたい
日本政策金融公庫各店舗
事業資金相談ダイヤル　TEL:0120-154-505
https://www.jfc.go.jp/n/branch/

　日本政策金融公庫では、雇用の促進のための取組を行う
事業者に対し、必要な設備資金や長期運転資金の貸付け
をします。

人材を育てる
①従業員のキャリア形成を応援したい

全国 47カ所の労働局職業安定部
http : //www.mh lw .go . j p/kouse i roudoushou/
shozaiannai/roudoukyoku/

　［キャリア形成促進助成金］訓練等を実施する場合や人
材育成に関する制度を導入する場合等。［キャリアアップ助
成金］等の助成を行います。
②ものづくり技能を育てたい

経済産業省製造産業局参事官室
TEL：03-3501-1689

　ものづくり中小企業が、従業員に、事業実施事務局が指
定する技術・技能の向上や現場改善技術に関する講習を受
講される場合に助成を行います。
③技能検定制度を活用したい

各地の技能検定実施機関
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-
Shokugyounouryokukaihatsukyoku/h28_ginoukentei.pdf

　都道府県職業能力開発協会等で行う国家検定制度で
す。合格すると「技能士」となり、各種資格試験の一部試
験免除がうけられるといったメリットもあります。
④ポリテクセンター、ポリテクカレッジを活用したい 各地のポリテクセンター・ポリテクカレッジ

ポリテクセンター一覧：
http://www.jeed.or.jp/location/poly/
ポリテクカレッジ一覧：
http://www.jeed.or.jp/js/kousotsusya/polytech_co/

　全国のポリテクセンター、ポリテクカレッジでは、ものづくり分
野を中心に、専門知識及び技能・技術の向上を図る在職
者訓練を行っています。

⑤経営人材を育てたい
中小企業大学校
http://www.smrj.go.jp/jinzai/inst/035768.html　全国 9ヵ所の中小企業大学校で、経営者やその後継者

候補、経営幹部、管理者向けの授業を行っています。
⑥サービス業の次世代を育てたい

経済産業省サービス政策課
TEL：03-3580-3922

　次世代の経営者・経営幹部として育成したい人材を、「お
もてなし経営企業選」等から選出された優良企業に派遣で
きます。
⑦海外で活躍できる人材を育てたい 日本貿易振興機構（ジェトロ）

TEL：03-3585-8355
https://www.jetro.go.jp/services/intern/
一般財団法人海外産業人材育成協会（HIDA）
TEL：03-3888-8257
http://intern.hidajapan.or.jp/

　①日本若手人材（若手社会人・学生）の外国企業・機
関へのインターン派遣や、②外国人学生等の日本企業等へ
のインターン受入を実施します。

⑧海外の現地人材を育てたい
一般財団法人海外産業人材育成協会（HIDA）
TEL：03-3549-3050
http://www.hidajapan.or.jp/jp/ikusei/index.html

開発途上国に進出する事業者の現地人材の育成のため、
日本国内での研修、海外での研修、海外で指導する専門
家派遣を行う事業者に経費の一部を補助します。
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ビデオ会議市場ではプラットフォームの統合 ･ 連
携が進んでいる｡ 専用端末を用いるテレビ会議シス
テムと､ PC やスマートフォン／タブレット端末を使
うWeb会議を相互接続し、自由度の高いビデオコミュ
ニケーションを実現しようという動きだ。
　背景にあるのは会議室の外､ さらに “ 社外ともビデ
オ会議がしたい ” というユーザーニーズである。
　高品質な映像と音声で会議が行えるテレビ会議と、
デバイスと場所の制約なく使える Web 会議は､ ユー
ザーも利用シーンも異なっており、同じ企業内でも
両者を使い分けるケースが少なくない｡ 各拠点の幹
部が集まる会議はテレビ会議室で行い､ 現場レベル
の打ち合わせは普通の会議室やオフィス内の空きス
ペース、自席で Web 会議をするといった具合だ｡ ま
た､ Web 会議は汎用端末とインターネット接続があ
ればどこでも使えるため､ 外出先や在宅勤務中の社
員､ あるいは社外のパートナー ･ 取引先との会議も
可能だ。

■加速するＭＣＵのクラウド化
どちらも広く普及し､ 使い分けも増えたことで新

たに立ち上がってきたのが “ 両方をつなぎたい ” とい
うニーズである｡ 上記の利用シーンをつなぎ合わせ
ることができればビデオ会議の活用範囲はさらに広
がり､ 稼働率も上がる。
　こうしたニーズを持つ企業から注目を集めている
のが ｢クラウド MCU｣ だ｡ 多地点接続機能をクラ
ウドで提供するもので､ 最近はテレビ会議専用端末、
PC、スマートデバイス、さらに電話も相互接続でき
るマルチデバイス対応のサービスが増えてきた。オ
ンプレミス型でも同様のことができる MCU はある
が、クラウド MCU は汎用端末から接続するユーザー
数を柔軟に増減でき､ 初期投資 ･ 運用費を削減でき
ることが人気の理由だ。
　主要メーカーのテレビ会議を幅広く取り扱う VTV
ジャパン代表取締役の栢野正典氏は ｢オンプレミス
型の商談､ 出荷台数が減り、代わりにクラウド MCU

の契約が増えてきた｣と話す｡既存のMCUをリプレー
スする際に ｢Web 会議もできるなら統合しようとい
うお客様も増えている｣ という。
　約 5 年前から ｢ホワイトクラウド ビデオカンファ
レンス｣ を提供してきたソフトバンク ･ICT イノベー
ション本部クラウドサービス統括部プロダクト企画
部部長の鈴木邦佳氏も、｢社外と会議がしたいという
要望は非常に多い｣ と話す。同社は 12 月、マルチデ
バイス対応で社外接続を容易にする機能を強化した
新たなクラウド MCU サービス ｢PrimeMeeting｣ の
提供も開始した。

■テレビ会議メーカーも戦略転換
この流れはますます加速しそうだ。これまでは、

ソフトバンクのような通信事業者／サービスプロバ
イダーがクラウド MCU を提供するかたちが主流だっ
たが、テレビ会議メーカー自身もクラウド MCU の
提供へと戦略を転換しているためだ。
　いち早く動いたのがシスコシステムズとライフサ
イズだ。
　シスコは他社製品も含むテレビ会議端末､ Web 会
議の [Cisco WebEx]、電話端末が相互接続できるク
ラウドサービス ｢Cisco Collaboration Meeting Rooms 
Cloud （CMR Cloud）｣ を提供するほか､ PC ／スマー
トデバイスでチャットや SNS、ビデオ会議が使える
コラボレーションサービス ｢Cisco Spark｣ でもテレ
ビ会議端末との接続を可能にしている。
　ライフサイズの戦略はより大胆だ。すでにオン
プレミス型 MCU の提供を止め、クラウド MCU の

「Lifesize Cloud｣ に一本化している。
　一方､ Web 会議市場で高いシェアを持つ ｢V-CUBE
ミーティング｣ を提供するブイキューブも、今やク
ラウド MCU ベンダーと言っていい存在だ｡ V-CUBE 
ミーティングはテレビ会議と相互接続が可能であ
り、さらに昨年 10 月には独自のテレビ会議端末
｢V-CUBE Box｣ の販売も開始。 17 年 1 月には、レノ
ボの小型 PC を採用した新製品も発売する。

業界特集

テレビ会議と PC/スマートデバイスを相互接続すれば､ 会議室の枠を越えた自由なビデオコミュニケーション
が可能になる。これを実現するため、多地点接続装置（MCU）をクラウド化する動きが加速している。

文◎坪田　弘樹（テレコミュニケーション）

ビデオ会議にはもっと自由が必要だ
～クラウド MCUで社外とつながる～



13

　もう 1 つ、見逃せない動きがマイクロソフトの
Skype for Business（SfB）とクラウド MCU との連携
だ｡  SfB の Web 会議機能を使うユーザーは急速に増
えており、クラウド MCU のベンダーの多くが相互
接続を可能にしている。ソフトバンクの鈴木氏は ｢
既存のお客様から SfB と接続したいという要望を多
く受けている｣ と話し、新サービスの PrimeMeeting
で そ れ を 実 現 し た。 ま た、 前 述 の Cisco CMR 
Cloud､ Lifesize Cloud､ V-CUBE ミーティングのいず
れも、SfB との相互接続に対応している。

■快適に通話するための工夫を
今後はクラウド MCU や SfB 等の Web 会議を使っ

て多様なビジネスシーンでビデオが活用されていく
だろう。
　そこで､ 気を付けなければならないポイントがい
くつかある。
　最も重要なのは､ 快適に通話できる環境をいかに
作るかだ｡ 会議室のように外部と区切られた空間で
はなくオープンな場所で会議を行うと､ 周囲の声や
雑音など会議通話を妨げる要素も増える。また、ネッ
トワーク環境が良好でないケースも多い｡ PC やス
マートデバイスも、テレビ会議端末のように会議通
話に最適化されたものではない。ビデオ会議を使う
環境が多様化すれば､ 通話品質に悪影響を及ぼす要
素も増えるのだ。
　できる範囲で音声を良好に保つための工夫をする
ことが重要だ。
　ネットワーク環境に関するポイントとして栢野氏
が指摘するのは ｢遅延｣ だ｡ ストレスなく会話する
には ｢0.3 秒、悪くても 0.5 秒に遅延を抑える｣ 必要
がある｡ ユーザーができる対策としてはやはり十分
な帯域を確保すること。できれば有線 LAN に接続し、
無線で行う場合でも電波状態には気を配る必要があ
る。

　次に重要なのはスピーカーフォンの性能 ･ 機能だ。
快適に通話するための機能としては､ ①エコーキャ
ンセラーと②ノイズキャンセラー､ そして③オート
ゲインコントロールの 3 つがある。

■機能に“頼りすぎ”は危険
①はスピーカーの音や反響音をマイクが拾ったり

するのを防ぐ機能だ。
②は､ 背景ノイズを除去して声を聞きやすくす

る機能だ｡ エアコン等の機械音､ 周囲の会話､ 紙を
めくる音など、たとえ人が気にしない音でも機械は
そのまま拾って相手側に届けてしまうが、これらを
除去して快適な通話が行えるようにする｡ 場所を問
わずに会議ができる利点を最大限活かしたいならば、
こうした機能を搭載した製品を選びたいところだ。
　③のオートゲインコントロールは、音声を一定の
レベルで送信するよう調整したり、発声のない拠点
の音を送らないように自動調整する機能だ。優れた
機能ではあるが､ 栢野氏によれば､ 使用するには注
意が必要だという｡ 状況によっては機能が過剰に働
き、発言の最初の部分が聞こえにくくなったり、残
響音やノイズを強調することもあり、機能をオフに
したほうがよい場合もある。
　いずれにしろ、機能に関する知識を持ち適切に利
用することが肝要だ。
　また､ 機能に頼り過ぎることも禁物だ｡ 栢野氏は
｢リテラシーこそが最も大切｣ と話す。会議の進行役
が各拠点の発言をきちんとコントロールしたり、ス
ピーカーフォンの近くで資料をめくらないなど､ 余
計な声 ･ ノイズを発生させない気遣いも重要だ。よ
くあるのが、発話者とスピーカーフォンの間にノー
ト PC を置き､ 声を遮ってしまうケース。同じ室内に
いる会議なら問題のない行為も、ビデオ会議では思
わぬ影響を及ぼすことを覚えておきたい。

（図表）オンプレミス型 MCUからクラウド MCU へ
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■４台のスピーカーフォンが無線連携
ビデオ会議の利用シーンの拡大を見越して、スピー

カーフォンのメーカーもラインナップを拡充してい
る。なかでも、ポータブル型製品の開発に注力して
いるのがゼンハイザーだ｡ 5 人程度までの小規模会議
に最適化した ｢SP 20｣ と、最大 24 人の会議まで対
応できる ｢TeamConnect Wireless（TCW）｣ で、さ
まざまな会議スタイルのニーズに応えている。
　SP 20 は、USB またはオーディオケーブルで PC ／
スマートデバイスに接続して用いるスピーカーフォ
ンだ｡ 前述のエコー／ノイズキャンセラー機能を搭
載するほか、テーブルの上を滑ったり、振動等の影
響を受けたりしないように底面の材質を工夫するな
どの気遣いが施されている。
　一方の TCW はユニークな製品で、上写真のよう
に 4 台のスピーカーフォンが連携するものだ｡ 親機
は USB ／オーディオケーブル､ Bluetooth で PC 等に
接続し、3 台の子機と無線（DECT）で連携する。1
台が 6 人程度をカバーできるため、最大で 24 名の会
議まで対応可能だ。
　充電ドックを兼ねたキャリーケースから取り出す
だけで電源が入り、テーブルに置くだけで自動的に 4
台が連携する。そのため、準備に手間がかからず､ 4
台のスピーカーフォンを自由に動かすことができる
ので､ 会議中に人が移動するようなケースや､ 複数
のテーブルに別れて行う場合など､ 様々なスタイル
の会議に適応できる。
　ゼンハイザージャパンの山上耕平氏は ｢大人数の
会議でも、近くのデバイスで音が鳴るため、みな均
一な音量で声が聞こえる。周囲にも迷惑をかけない
ので､ 場所を選ばず会議が行える｣ と話す｡ なお、

エコー／ノイズキャンセラーはもちろん､ 音量を検
知して不必要なデバイスの音量を自動的に絞る機能
も内蔵している。

■ヘビーユーザーは参加者可変型を
音声品質以外に気をつけるポイントとしては、契

約形態・プランの選び方も重要だ｡ 社内外の様々な
相手とビデオ会議を使うには、参加する人 ･ 拠点を
自由に選べるサービス、プランを選択しておくと便
利だ。
　クラウド MCU や Web 会議の接続形態､ 課金方法
には様々なものがあるが、参加メンバーが固定的で
ない場合に有効なのが ｢ルーム制｣ と呼ばれる形態
である｡ ユーザー（会議実施時には主催者となる）
は最大同時接続数が決められた仮想会議室を契約し、
会議を行うたびに参加メンバーを自由に選ぶことが
できる｡ 予め会議に参加できる人 ･ 端末を決めておき、
ID が付与された人 ･ 端末だけで会議を行う ｢ID 制｣
に比べて､ 社外のメンバーと会議を行うのも容易だ。
　ソフトバンクの新サービス Prime Meeting もこの
方式を採用している。

さらに最大 5 台同時接続できるプランが月額 1 万
1800 円で利用可能と、料金も低水準に抑えている。
同社の鈴木氏は、｢参加メンバーを変更でき、かつ低
料金で使えるようにして､ 社外とビデオ会議がした
いというニーズに応えた｣ と話す。

これまでのクラウド MCU や Web 会議は､ ID 制
や従量課金型の料金プランがどちらかと言えば主流
だったが、利用シーンの広がりとともにルーム制や
定額科金制のプランが増えていきそうだ。

ゼンハイザージャパンのスピーカーフォ
ン「TeamConnect Wireless（TCM）」。
無線通信で連携する親機1台・ 子機3台
を自由に配置できる。キャリーケース（上）
は充電ドックも兼ねており、使用時は取り
出すだけで自動的に電源が入る。余計な
手間なく会議の準備がすぐに完了する

（出典：テレコミュニケーション January 2017）
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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

本製品は、NTT ドコモと au、ソフトバンク（注 1）の
LTE 回線用 SIM カード（MVNO 含む）が利用できる通信
機能を内蔵しており、ユーザーが利用したいモバイル回線
を自由に選択することができます。ネットワーク回線障害
時のバックアップ回線への自動切り替えや、LTE 2 回線の
冗長化による通信の安定化・高速化にも対応しており、今
後サービスの収束が予定されている ADSL 回線や ISDN 回
線から LTE 回線への移行に適した製品です。また、本製
品の販売開始に併せ、NEC の法人向けモバイル回線サー
ビス「モバイルクラウド（注 2）」において、従来の NTT
ドコモ回線（ネッツワイヤレス、BIGLOBE）に加え、au
回線の SIM カードも取り扱いを開始しました。NEC が機
器の手配から通信契約、購入後のサポートまで一括して提
供可能となるため、導入ユーザーの負担を軽減します。

■新製品の特長
１．国内3キャリアの LTE回線用 SIMカードが利用可能
（注3）
　NTTドコモと au、ソフトバンク（注1）3キャリア対
応の LTE通信機能を内蔵したワイヤレス VPNルータで
す。各キャリアの通信網を用いた MVNO事業者から提
供されている SIMカードも使用できますので、将来的に
通信事業者を変更する際にも、SIMカードを交換するだ
けで本製品の継続利用が可能です。これまで幅広く利用
され、今後サービス収束が予定されている ADSL回線や
ISDN回線の、LTE回線への移行にも最適です。従来機
同様、オプションの外部アンテナ（注4）を利用すること
により、電波の入りにくい場所への設置も可能です。ま
た、IEEE802.11ac対応の無線 LANアクセスポイント機能

（注5）も内蔵しているため、LTE回線と無線 LANを同時
に使用することにより、有線ケーブルの敷設工事無しで、
すぐに使えるネットワークをケーブルレスで構築できま
す。

２．バックアップ回線への自動切り替えや複数回線の冗長
化機能も搭載
　UNIVERGE WAシリーズは、メイン回線の通信障害
を自動的に検出し、バックアップ用の LTE回線へ経路
を切り替えることができるネットワークモニタ機能を搭
載しています。従来、バックアップ回線として利用され
ることが多かった ISDN回線などから、高速・ 低価格の
LTE回線への移行に最適な製品です。また、外付け USB
データ通信端末（注7）を装着し、2つの LTE回線を冗長
化するデュアルモバイル機能にも対応しているため、メ
イン回線の通信状況に応じて他方の回線に切り替えたり、
両回線を同時に接続することで回線の負荷を分散するこ
とが可能です。さらに、有線も利用することで、最大3つ

（有線×1＋ LTE×2）のネットワーク回線の利用できる
ため、信頼性の高い無線ネットワークの構築が可能です。

３．au回線用 SIMカードの取り扱いを開始、機器と回線を
セットで提供
　本製品の販売開始に併せて、NECが MVNO事業者と
して提供する法人向けモバイル回線サービス「モバイル
クラウド」において、従来の NTTドコモ回線（ネッツワ
イヤレス、BIGLOBE）の SIMカードに加え、au回線の
SIMカードも取り扱いを開始しました。NECが機器の手
配から通信契約、購入後のサポートまで一括して提供可
能なため、導入ユーザーの負担を軽減します。（au回線
SIMカードの提供価格：7GBプラン　初期3,000円、月額
3,800円）

（注1） ソフトバンク対応は2017年度第一四半期を予定。
（注2） NEC「モバイルクラウド」サービス　http://jpn.nec.

com/telecon/m_cloud/
（注3） ルータ内に装着できる SIMカードは1枚です。
（注4） 延長アンテナ：BT0176-20001（2.5m）、BT0176-20002

（5.0m）
（注5） IEEE802.11b/g/a/n/ac対応
（注6） 別途、各通信サービス事業者、または販売代理店の販

売するデータ通信端末の購入が必要

■販売価格
　価格：108,000円（税別）

■新製品に関する情報
　URL：http://jpn.nec.com/univerge/wa/

ＮＥＣが国内３キャリア対応のＬＴＥモジュール内蔵ＶＰＮルータ
「ＵＮＩＶＥＲＧＥ ＷＡ2612-ＡＰ」を発売

NEC は、国内 3 キャリア対応の LTE モジュールを内蔵し、店舗やオフィスなどで高い信頼性と安心・安全な無線ネッ
トワークの構築が可能なワイヤレス VPN ルータ「UNIVERGE WA2612-AP」を 2016 年 12 月 5 日より販売開始し
ました。

UNIVERGE WA2612-AP
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平成29年度電気通信主任技術者試験のご案内

1．試験実施日
第 1 回　平成 29 年 7 月  9 日（日曜日）
第 2 回　平成 30 年 1 月 28 日（日曜日）

2．試験実施地及び試験会場
（1）試験実施予定地　

（2）試験会場　　受験票により通知

3．試験申請の受付期間及び受付時間

＊申請書による窓口での申請受付時間は、下記 12 の各事務所の窓口にて、受付期間中の平日の午前 9 時から午後 5 時までです。
＊インターネットによる受付時間は、受付期間の終日とします。

4．試験種別

5．試験時間

6．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 6 （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、下記 12 の（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

平成 29 年度電気通信主任技術者試験が一般財団法人日本データ通信協会より公示されましたので、ご案内いた
します。

第１回
第２回
共通

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（沖縄）

試験回数 申請内容 申請受付期間および試験手数料払込期限

第 1 回

申請書による申請 平成29年4月1日（土）から5月10日（水）
実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請 平成29年4月1日（土）から4月20日（木）
インターネットによる申請 平成29年4月1日（土）から5月10日（水）
インターネット申請の試験手数料払込期限 平成29年5月11日（木）

第 2 回

申請書による申請 平成29年10月1日（日）から11月8日（水）
実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請 平成29年10月1日（日）から10月20日（金）
インターネットによる申請 平成29年10月1日（日）から11月8日（水）
インターネット申請の試験手数料払込期限 平成29年11月9日（木）

試験種別 試験種別の記号 専門分野 専門分野の記号

伝送交換主任技術者試験 A

伝送 A
無線 B
交換 C
データ通信 D
通信電力 E

線路主任技術者試験 C
通信線路 F
通信土木 G
水底線路 H

第１回
第２回
共通

集合時間 試験時間 試験科目
9:45 10:00 ～ 13:00 「法規」と「伝送交換設備（又は線路設備）及び設備管理」
（13:00 ～ 14:05　休憩）

14:05 14:20 ～ 17:20 「専門的能力」と「電気通信システム」
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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
タ通信脇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、下記 12（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

7．申請書類の頒布
　試験申請書その他必要書類は、下記 12 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。

8．試験科目及び出題方式
（1）試験科目

ア　法規　イ　伝送交換設備及び設備管理（伝送交換主任技術者試験の受験者に限ります｡）
ウ　線路設備及び設備管理（線路主任技術者試験の受験者に限ります｡）
エ　専門的能力　オ　電気通信システム

（2）出題方式　　択一方式（マークシーﾄ方式）

9．科目免除
　科目合格者，一定の資格又は実務経歴等を有する者及び認定学校等の単位修得者は，申請により試験が免除され
る試験科目があります。
　全科目免除申請については，上記 6、7、8 及び 10 によるほか、（一財）日本データ通信協会電気通信国家試験センター
のホームページ（http://www.shiken.dekyo.or.jp） でご確認下さい。

10.試験手数料

11．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。

12．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、試験実施予定地（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。

試験の種類 試験科目数／試験手数料

電気通信主任
技術者

全科目（4科目）試験 3 科目試験 2 科目試験 1 科目試験 全科目免除
18,700 円 18,000 円 17,300 円 16,600 円 9,500 円

試験実施予定地 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、松山、福岡、熊本、
西原町（沖縄）

（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
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地方本部 　イベント報告

北海道

日程 平成 29 年 1 月18日（水）
時間 新年会：17 時 00 分（第 3 回合同委員会終了後）

会場 すみれホテル（札幌市中央区北 1 条西 2 丁目）

■平成 28 年第 3 回合同委員会（幹事会）開催　　　　
議題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．会員増強対策
２．光コラボ推進対策
３．職長研修開催

■新年会
新年会模様
　合同委員会において議題を審議した後、同席において新年
会を開催しました。
　本部長より挨拶を述べた後乾杯し、改めて会員増強の話題
に終始しました。
　19 時　酒井副本部長の閉会のあいさつと乾杯により閉会し
ました。

■日時：平成 29 年 1 月18日（水）
会場：すみれホテル　　　　　

■参加者　　　　　　　　　　　　
本部長　渡辺　敏郎　　
副本部長　酒井　康彦　　　　　　　　　　　　　　
幹事　矢部　孝治
幹事　今野　宏紀
幹事　成田　勝蔵
監事　佐藤　賢一
監事　早川　幸廣

九　州

日程 平成 29 年 1 月27日（金）
時間 18 時 00 分～ 20 時 00 分

会場 タカクラホテル福岡（福岡市中央区渡辺通2-7-21）

■平成 29 年新年賀詞交歓会
　平成 29 年の九州地方本部の新年賀詞交歓会を福岡県福
岡市渡辺通のタカクラホテル福岡で開催しました。
　冒頭、阿部本部長が新年の挨拶を行い、次いで古財副本
部長の乾杯の音頭で始まり、年に一度の旧交の場で懇親を深
めました。12 社 16 名の参加でした。

東　北

日程 平成 29 年 1 月25日（水）
時間 13 時 00 分～ 19 時 00 分

会場 ハーネル仙台（仙台市青葉区本町2丁目12-7）

■新春セミナー
　当協会の新事業『ＩＴＣＡ光』の説明会を㈱ティーガイア殿
からと、サンテレホン㈱殿のご協力のもと㈱ディアイティ殿の製
品の説明を下記の内容にて開催致しました。
　参加者は 11 社 17 名でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）光コラボ事業『ＩＴＣＡ光』の説明
　　㈱ティーガイア　　　　　　　　

（２）「無線ＬＡＮの基礎とサイトサーベイ」
　　㈱ディアイティ　

（３）「Fortinetインフラ型無線ＬＡＮ製品の紹介」
　　㈱ディアイティ　

■賀詞交歓会
　セミナー終了後、賀詞交歓会を開催致しました。14 社 20
名の参加で盛況に開催致しました。
　副本部長の扶桑電通㈱東北支店　高橋東北支店長様の
御挨拶をいただき、中締めは、㈲小高通信　澤田社長様から
いただき、和やかな開催となりました。

懇親会場模様

懇親会場模様セミナー会場模様



21

関　西

日程 平成 29 年 1 月13日（金）
時間 　賀詞交歓会　16 時 00 分～ 18 時 00 分

会場 中央電気倶楽部　（大阪市北区堂島浜2-1-25）

■平成 29 年賀詞交歓会模様
　平成 29 年の関西地方本部の恒例の新年賀詞交歓会は、大
阪市北区堂島浜の中央電気倶楽部で賑やかに開催しました。
　総務省近畿総合通信局情報通信部長　山下朝文様、自
由民主党衆議院議員左藤章先生・中山泰秀先生をはじめ、Ｎ
ＴＴドコモ関西支社、ＮＴＴマーケティングアクト関西支店、ＮＴ
Ｔコミュニケーションズ西日本事業本部、ＮＴＴラーニングシステ
ムズ西日本事業部、大阪府立東大阪高等職業技術専門校な
どの方 と々情報通信設備協会本部の大木会長を来賓にお迎え
し、大勢の関西地方本部会員と役員ＯＢなど約 109 名が参加
して、会の充実に取り組むとともにこれまで以上に魅力ある会づ
くりを進め、業界及び協会の発展を祈念し懇親を深めました。
　冒頭、栩谷関西地方本部長が新年のご挨拶を行い、次い
で来賓の総務省　山下様、衆議院議員　左藤様・中山様、
大木協会会長にご挨拶をいただいたあと、日本電気㈱スマー
トネットワーク事業部関西システム部部長の小笠原健次様の乾
杯の音頭に合わせて会場は大きな拍手に包まれ、華やかに賀
詞交歓会がスタートしました。

懇親会次第
司会　　　　副本部長　　　　　　　　岸村　智志
本部長挨拶　本部長　　　　　　　　　栩谷　晴雄
来賓挨拶　　総務省近畿総合通信局
　　　　　　情報通信部長　　　　　　山下　朝文　様
　　　　　　協会本部顧問衆議院議員　左藤　章　様　
　　　　　　衆議院議員　　　　　　　中山　泰秀　様
　　　　　　情報通信設備協会　会長　大木　一夫　様
乾杯　　　　日本電気スマートネットワーク
　　　　　　事業部関西システム部部長  小笠原健次　様
中締め　　　常任幹事　　　　　　　　吉本　幸男
　　

関　東

日程 平成 29 年 1 月11日（水）
時間 新春セミナー　13 時 30 分～ 14 時 45 分

賀詞交歓会　　15 時 00 分～ 16 時 30 分会場 メルパルク東京　（東京都港区芝公園2-5-20）

■平成 29 年賀詞交歓会模様
　平成 29 年の関東地方本部の恒例の新年賀詞交歓会は、東
京都港区芝公園のメルパルク東京・瑞雲の間で賑やかに開催し
ました。
　総務省関東総合通信局長　髙﨑一郎様、東日本電信電話
株式会社　東京事業部　取締役　東京事業部長　浅野健志
様や関連団体・関連企業、賛助会員の皆様方、情報通信設
備協会本部の大木会長並びに大輪理事長を来賓にお迎えし、
大勢の関東地方本部会員と役員ＯＢなど約 142 名が参加して、
益々の景気回復と会員企業の業績向上、協会の発展を祈念し
懇親を深めました。
　冒頭、今井関東地方本部長が新年のご挨拶を行い、次いで
来賓を代表して総務省関東総合通信局長　髙﨑一郎様、東日
本電信電話株式会社　東京事業部　取締役　東京事業部長
　浅野健志様、大木協会会長にご挨拶をいただいたあと、大
輪協会理事長の乾杯の音頭に合わせて会場は大きな拍手に包
まれ、華やかに賀詞交歓会がスタートしました。

懇親会次第
司会　　　　副本部長　　　　　　　　長谷川浩正
本部長挨拶　本部長　　　　　　　　　今井　秀昭
来賓挨拶　　総務省関東総合通信局長　髙﨑　一郎　様
　　　　　　東日本電信電話株式会社
　　　　　　東京事業部　取締役　東京事業部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅野　健志　様
　　　　　　情報通信設備協会　会長　　大木　一夫　様
　　　　　　情報通信設備協会　理事長　大輪　堅一　様
中締め　　　副本部長　　　　　　　　松山　仁　　　
　　　　　

■新春特別セミナー
　㈱ＮＴＴドコモ 第一法人サービス第三 担当部長 村野貴広様
より「ＩＴＣＡとＮＴＴドコモの更なる協業ビジネスの拡大に向けて」
と題しまして、ＩＴＣＡとの協業テーマである「ＦＭＣサービス」に
ついて現状を振り返り、更なる普及に向けた取組みが紹介されま
した。78 名の会員が参加され熱心に耳を傾けられていました。

賀詞交歓会詳細は、関東 HP【平成 29 年 2月発行イベント報告 No.6】に掲載しています。http://kanto.itca.or.jp

懇親会場模様

セミナー会場模様
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地方本部研修・セミナー　INFORMATION

関西

新入社員研修

日程 平成29年4月4日（火曜日）～6日（木曜日） 定員 40 名

時間 9 時 00 分～ 17 時 00 分 受講料 会員 32,400 円　非会員 48,600 円（教材費・税込）

会場 中央電気倶楽部 2 階 215 号室
（大阪市北区堂島浜 2 丁目1 番 25 号）

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、3
月17日（金）までに下記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

①ビジネスマナー：社会人、企業人としてのマナー全般
②電気通信の基礎：情報通信産業の概念、通信回線
とネットワーク機器　③工事担任者資格の概要

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
※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

関東

平成２９年度第１回工事担任者（ＡＩ・ＤＤ総合種）取得研修

日程
基礎コース　平成29年4月17日（月曜日） 1日間
技術コース　平成29年4月18日（火曜日） 1日間
法規コース　平成29年4月19日（水曜日） 1日間

定員 各コース10 名

時間 各コース　9 時～ 17 時 受講料 1 コース 会員　 12,960 円（教材費・税込）
　　　　非会員 16,200 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、4
月12日（水）までに下記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：03-5244-9711

研修
種別

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

新入社員研修
日程 平成 29 年 4 月26日（水曜日）～ 28日（金曜日） 定員 20 名
時間 9 時～ 17 時 受講料 会員及び非会員 39,960 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、4
月12日（水）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

新入社員等を対象に情報通信に関する基礎知識及
びビジネスマナーを研修します。
①ビジネスマナー
②電気通信の基礎
③ＬＡＮの基礎

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。

東　海

日程 平成 29 年 1 月16日( 月)
時間 名刺交換会　16 時 00 分～ 18 時 00 分

会場 ローズコートホテル（名古屋市中区大須4丁目9-60）

■平成 29 新年名刺交換会模様
　東海地方本部恒例の平成 29 年新年名刺交換会は、名古
屋市中区大須のローズコートホテル・ローズルームで華やかに
開催いたしました。
　総務省東海総合通信局　情報通信部長　西垣昌彦様、
西日本電信電話株式会社　取締役　東海事業本部長　名
古屋支店長兼務　山本直樹様やＮＴＴグループ企業、賛助
会員の皆様方、情報通信設備協会本部の大木会長をお迎え
し、大勢の東海地方本部会員など約 84 名が参加して、更な
る景気回復と会員企業の業績向上、協会の発展を祈念し懇
親を深めました。
　冒頭、井上東海地方本部長が新年のご挨拶を行い、次い
で来賓を代表して総務省東海総合通信局　情報通信部長　
西垣昌彦様にご挨拶をいただいた後、大木会長の乾杯の音
頭に合わせて会場は盛大な拍手に包まれ、晴れやかに名刺
交換会がスタートしました。

井上本部長あいさつ 総務省西垣様あいさつ

酒井幹事の開会宣言 来賓テーブルでの歓談
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LAN認定会員のご紹介

LANの設計・施工に関する技術・知識と実践力を認定する「LAN認定」に2月28日現在で103社の会員企業が認定され
ています。

認定番号 会員名 所属 電話番号
0001 大和電設工業㈱ 関西 075-672-3311
0002 東日本通信機器㈱ 東北 022-367-4133
0003 富士ネットシステムズ㈱ 関東 03-5641-1555
0004 東日本通信機器㈱東京営業所 関東 03-5677-3855
0005 石田通信機㈱ 信越 026-241-3555
0006 協立情報通信㈱ 関東 03-3433-3141
0007 扶桑電通㈱東北支店 東北 022-225-7586
0008 ㈱大崎コンピュータエンヂニアリング 関東 03-3492-0931
0009 タカギエレクトロニクス㈱ 関西 06-6209-0039
0010 田中工業㈱ 関西 078-231-3341
0011 協立情報通信㈱神奈川支店 関東 045-228-1611
0012 協立情報通信㈱新宿営業所 関東 03-3320-3141
0013 ㈱ほくつう 北陸 076-238-1111
0015 かがつうシステム㈱ 北陸 076-238-8383
0016 北信テレネックス㈱ 北陸 076-252-3232
0018 増尾電設㈱ 関西 073-424-3311
0019 旭コムテク㈱ 関西 06-6784-3100
0020 日興テクノス㈱ 関東 045-761-2441
0023 ㈱つうけんアクティブ 北海道 011-520-0015
0024 宮川電気通信工業㈱ 関東 043-225-1311
0025 浅川通信㈱ 北海道 011-711-1161
0026 ㈱イオタオーエーシステム 四国 089-958-2360
0027 ㈱レイコム 関東 03-3288-0130
0028 扶桑電通㈱ 関東 03-3544-7271
0030 ㈱ＮＤＳネットワーク 東海 052-321-7920
0031 ㈱宇式通信システム 東海 054-261-1671
0032 ㈱コムネットシステム 関東 03-5725-8555
0033 和幸電通㈱ 中国 0852-24-6670
0035 ジェイズ・テレコムシステム㈱ 関東 03-3708-1141
0036 日興通信㈱ 関東 03-5451-1717
0037 ㈱ＴＴＫ 東海 052-931-8811
0039 北陸電々㈱ 信越 025-284-2151
0040 三和通信機㈱ 関東 042-368-2222
0041 ㈱日本ビグラッドシステム 北陸 076-267-6000
0042 英工電機㈱ 関東 03-5821-1911
0043 ㈱日本オフィスオートメーション 関東 03-5678-0225
0044 茨城電話工業㈱ 関東 029-224-2000
0045 ㈱群電 関東 027-224-1681
0046 光通信工業㈱ 九州 098-878-5111
0047 ㈱翼通信工業所 関西 079-224-8233
0048 南海電設㈱ 関西 06-6643-0181
0049 ㈱井口通信 関西 073-455-3588
0050 三友電子㈱ 東海 052-532-3151
0052 ㈱栄光システムズ 関東 03-3639-0211
0053 大和通信機㈱ 関東 042-324-3211
0055 神田通信機㈱ 関東 03-3252-7731
0056 加賀テクノサービス㈱ 関東 03-5619-4111
0058 エフビットコミュニケーションズ㈱ 関西 075-672-4111
0059 扶桑電通㈱北海道支店 北海道 011-281-6311
0060 日本テクトス㈱ 関西 078-578-2200
0061 藤井通信工業㈱ 関西 06-6202-3135
0062 電通システム㈱ 関東 027-361-3211

認定番号 会員名 所属 電話番号
0063 ㈱共友通信 東海 052-413-0016
0064 東陽工業㈱ 関東 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 06-6363-8833
0067 扶桑電通㈱金沢営業所 北陸 076-231-1288
0068 浅沼通信㈱ 関東 03-3715-6101
0069 日本電話サービス㈱ 関東 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 03-5362-5111
0074 ㈱トーエイビジコム 関東 03-3438-2421
0075 東邦建㈱ 関東 0283-24-5556
0076 ㈲フォーネット通信 北海道 0155-20-2070
0077 ワツコ㈱ 関西 06-6925-5681
0078 扶桑電通㈱岡山営業所 中国 086-224-3368
0079 ㈲相模電話工業 関東 045-321-9700
0080 大栄電子㈱ 関東 045-321-8461
0081 ㈱立芝 中国 082-230-3711
0083 ＮＤＳ㈱ 東海 052-263-2213
0085 サンコムテクノロジ㈱ 関東 03-5924-7051
0086 五十嵐通信機㈱ 関東 042-740-2211
0087 ㈱アイ・エヌ・ジー 関西 06-6451-5851
0088 三和通信工業㈱ 関西 06-6266-3211
0089 北第百通信電気㈱ 北海道 011-551-1712
0090 ㈱ジョーエイ 関東 03-3466-1351
0091 三和通信工業㈱東京支店 関東 03-5840-8101
0092 品田通信電設㈱ 信越 0257-22-0011
0093 ㈲綱島通信 中国 086-463-2244
0094 ㈱キューオキ 九州 092-584-5111
0095 ㈱ソルコム 中国 082-504-3386
0096 ㈲ｐｃｗｏｒｌｄ 九州 0997-55-0011
0097 クリエイティブリンク㈱ 中国 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 082-531-2255
0100 ㈱綜合エンジニアリング 関東 03-3438-3333
0101 石渡電気㈱ 関東 03-3271-5151
0102 埼玉アンテナシステム㈱ 関東 048-883-8880
0103 丸登電業㈱ 信越 0266-23-4833
0104 ㈱カナック・ビジネス・ソリューション 四国 087-813-9003
0106 千代田電子システム㈱ 東海 052-412-7111
0107 浜松通信施設㈱ 東海 053-438-1000
0108 東條テレコム㈱ 東北 022-288-5971
0109 ㈱トキワ 関東 029-248-1625
0110 ㈱カナック 四国 086-245-4811
0111 ㈱ＫＤｃｏｍ 関東 028-651-6580
0112 ㈱サンテレコム 関東 055-221-1144
0113 ㈱大協通信 九州 099-239-8498
0114 中国電設工業㈱ 中国 082-241-0111
0115 近畿通信設備㈱奈良保守センター 関西 0742-34-0731
0116 ㈱サンユウ 関東 027-254-8356
0117 ＫＯＳネットワーク㈱ 関西 06-6633-4301



24

協会推奨書籍の斡旋について

　2017 年春・工事担任者試験対策の書籍を斡旋価格で販売しますので、ご希望の方は下記「書籍申込書」に必
要事項を記入のうえ、関東地方本部事務局宛にＦＡＸでお送り下さい。 
　「実戦問題シリーズ」（2017 春版）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2016 年 11 月試験の問題、
②今後出題される可能性のある各種の過去問題」が、解説とともに掲載されています。是非、受験準備にお役
立て下さい。 
　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

2017春 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-86594-081-7 2,300 円 2,070 円
2017春 DD1種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-082-4 2,850 円 2,565 円
2017春 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-083-1 2,850 円 2,565 円
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

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5版 B5 判 304 頁 978-4-86594-080-0 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「情報通信エンジニア優良団体表彰」を
会員企業5社が受賞

工事担任者スキルアップガイドライン委員会（委員長 
小宮一三 神奈川工科大学学長）は、平成 28 年度の優良団
体として「企業の部」ベスト 5 団体及び「学校の部」3 団
体を選出し、平成 28 年 11 月に各団体に表彰状が手渡され
ました。

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

今年度も「情報通信エンジニア優良団体表彰」を賜り、
誠に有難う御座います。
　弊社は、昭和 23 年の創業以来、全国 54 個所に拠点を構
え、電話設備工事業を行ってまいりました。弊社の企業理
念は「誠心誠意お客様のお役に立つ愛される企業」であり、
それを技術で支える工事部門では、電話設備工事業として
は必須資格である「工事担任者」資格を長年にわたり取得
推進しております。さらに「情報通信エンジニア」資格に
ついては、工事担任者に資格創設当時から取得させ、毎年

行われるテキスト研修を通じ、スキルアップに努めてまい
りました。
　その結果、工事担任者のスキルアップに貢献したとして、
8 年連続で優良団体表彰を賜ることができ、社員一同、大
変名誉なことと感謝しております。
　これからも誠心誠意お客さまのお役に立てる企業であり
続けるよう、努力してまいる所存でありますので、何卒、
宜しくお願い申し上げます。
（委員会事務局追記）扶桑電通様は平成 28 年 6 月に多年
にわたり電気通信主任技術者及び工事担任者の養成に尽力
し、最新技術の知識習得に向けた取組みを進するなど、安
心・安全な情報通信基盤の維持向上と人材の育成に多大な
貢献をしたとして、総務省関東総合通信局長表彰を受賞さ
れております。

◎株式会社 TOSYS　NTT 事業推進本部
　品質工法部　部長　岩野 道隆

今年度も「情報通信エンジニア優良団体表彰」を賜り、
大変光栄に思っております。
　弊社は電気通信設備や情報通信設備の工事、保守を中心
に事業を営んでおり端末設備の接続作業に必要な工事担任
者資格は工事の需要が高まるなか技術者の必須資格として
取り組んでおりますが、資格の取得だけではなく努力義務
規定に準じる知識及び技術の向上を人材育成の柱として継
続的にブロードバンド・IP の知識・技術の修得を図ると伴
に、お客様の要望に対してもワンストップで応えられるよ
うなスキル力を養い更なる品質の向上に努めて参ります。

ありがとうございました。
（出典：日本データ通信 2017.1 月号 No.213）

（左から）石川氏、管理本部総務統括部人材育成推進室長　今野氏 （左から）岩野氏、小川代表取締役社長、品質工法部 :担当部長 池田氏

一般財団法人日本データ通信協会の工事担任者スキルアップガイドライン委員会は、｢情報通信エンジニア資格の取得
に積極的に取り組んでいる団体を表彰し、その結果をＰＲすることにより、情報通信エンジニア資格の認知度及び社会
的地位の向上を図ること｣ を目的として、平成21年度より優良団体を表彰しています。平成28年度の「情報通信エンジ
ニア優良団体表彰」は情報通信設備協会会員企業から５社が受賞いたしました。

順位 法人名 資格者数 支援内容
1 扶桑電通 株式会社 75

申請料、更
新料共に全
額会社負担

2 株式会社 TOSYS 49
3 株式会社 日立システムズ 30
4 NDS 株式会社 28

5 大和電設工業 株式会社
（本社：京都市） 27

＊情報通信エンジニアの有効期限は１年間なので、団体の資格
者数は毎年変動します。現在の資格者は１年以内に更新研修
を修了した方です。＜平成28年9月30日集計＞

「企業の部」受賞企業（官公庁除く）
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2017年 IT業界主要イベントカレンダー

　2017 年に開催予定の IT 業界の主要イベントである大規模展示会、カンファレンスなどの開催スケジュールをご紹介
いたします。詳細は各展示会ホームページをご確認ください。

月 日 名　　称 会　　場 内　　容

3月
7日～10日 リテールテックＪＡＰＡＮ 2017 東京ビッグサイト 店舗内システムからサプライチェーン連携まで幅広い流通

情報システムを、各ソリューションの活用シーン別に展示

9日～10日 ITpro EXPO 2017 Spring-
Summer

ザ・プリンスパークタ
ワー東京

デジタルテクノロジー専門イベントでクラウド、セキュリティ、モ
バイル＆ウエアラブル、IoT、ワークスタイル変革等の展示会

4月

5日～7日 第27回　ファインテック　ジャパン 東京ビッグサイト 電子ディスプレイ（液晶、タッチパネルなど）に関するあらゆる
技術が一堂に出展する専門展

7日～8日 第43回　ジャンボびっくり見本市 インテックス大阪 電設資材、証明、工具、電子・制御、空調・住宅設備等の展
示会

12日～14日 第２回　名古屋　
ものづくりワールド ポートメッセなごや CAD、CAE、生産管理システム、3Dプリンタ、軸受・ベアリン

グ、ねじ、ばね、加工技術、計測機器、バリ取り機等の展示会

19日～21日 レーザーEXPO 2017 パシフィコ横浜
レーザー装置およびその応用技術・製品・システム、レーザー
材料・光学部品・光部品、実験機構部品・測定器等の展示
会

19日～21日 TECHNO-FRONTIER 2017 幕張メッセ メカ、エレクトロニクスの技術展示会。国際ドローン展等も合
同開催

19日～21日 ヘルスケア ＩＴ 2017 東京ビッグサイト ヘルスケア領域における最新テクノロジーの展示とセミナー

20日～22日 バリアフリー2017 インテックス大阪 介護予防・リハビリテーション・まちづくり・コミュニケーション
機器、緊急警報・セキュリティ・施設防災関連の展示会

21日～22日 第43回　ジャンボびっくり見本市 東京ビッグサイト 電設資材、証明、工具、電子・制御、空調・住宅設備等の展
示即売会

5月

10日～12日 Japan IT Week 春2017 東京ビッグサイト ITの専門展を13展同時開催

17日～19日 JECA FAIR 2017
～第65回電設工業展～ 東京ビッグサイト 電線・ケーブル、光ファイバー、配線器具、情報管理システム、

電気工事用OA・CAD等の展示会

18日～20日 e-messe kanazawa 2017
第32回いしかわ情報システムフェア 石川県産業展示館 ICT関連機器、ソフトウェア、ソリューション等の展示会

24日～26日 ワイヤレスジャパン2017 東京ビッグサイト モバイル、ワイヤレス機器関連の総合展示会

30日～31日 ITpro EXPO 2017 Spring-
Summer［名古屋］ 名古屋国際会議場 デジタルテクノロジー専門イベントでクラウド、セキュリティ、モ

バイル＆ウエアラブル、IoT、ワークスタイル変革等の展示会
31日～6月1日 イーコマースEXPO 2017大阪 マイドームおおさか システム構築、ネットワークインフラ、セキュリティ等の展示会

6月

7日～9日 APPS JAPAN（アプリジャパン）
2017 幕張メッセ スマホアプリ、ウエアラブル製品、アプリケーション製品等の展

示会

13日～14日 ITpro EXPO 2017 Spring-
Summer［札幌］

札幌コンベンションセ
ンター

デジタルテクノロジー専門イベントでクラウド、セキュリティ、モ
バイル＆ウエアラブル、IoT、ワークスタイル変革等の展示会

20日～21日 ITpro EXPO 2017 Spring-
Summer［九州］ 福岡国際会議場 デジタルテクノロジー専門イベントでクラウド、セキュリティ、モ

バイル＆ウエアラブル、IoT、ワークスタイル変革等の展示会

28日～30日 コンテンツ東京2017 東京ビッグサイト
クリエイター個人、制作会社、権利、IT、最新テクノロジー、
サービス、マーケティング等、コンテンツビジネスの国際総合
展

7月 12日～13日 IoT Technology West 2017　 グランフロント大阪 IoT向け半導体デバイス、センサーネットワーク、ワイヤレスネッ
トワーク、セキュリティ・認証技術等の展示会

26日～28日 第4回ワークスタイル変革 EXPO 東京ビッグサイト ワークスタイル変革に特化した商談専門展、他6展同時開催

9月

7日～8日 国際フロンティア産業メッセ2017 神戸ポートアイランド 環境、エネルギー、健康・医療、ロボット、IoT・IT、電気・電子、
ライフスタイル等の展示会

13日～15日 センサエキスポジャパン2017 東京ビッグサイト センサとその応用技術、機器、システム、ネットワーク等の展示
会

20日～22日 スマートエネルギーWeek2017 インテックス大阪 燃料電池・太陽光発電などの創エネルギー、スマートエネル
ギー分野に関する展示会

10月

3日～6日 CEATEC JAPAN 2017 幕張メッセ デジタル家電機器関連、通信・ネットワークサービス・ソフトウェ
ア関連、電子部品・デバイス等の展示会

4日～6日 Inter Opto 2017（インターオプト
2017） 幕張メッセ 自動車、次世代通信、カメラ、ロボット、可視化等の展示会

4日～6日 第20回　関西　ものづくりワールド インテックス大阪 CAD、CAE、生産管理システム、3Dプリンタ、軸受・ベアリン
グ、ねじ、ばね、加工技術、計測機器、バリ取り機等の展示会

11日～13日 中小企業テクノフェア in 九州　
2017 西日本総合展示場 機械、金属加工、メカトロ、情報通信・電子機器等の展示会

11日～13日 ITpro EXPO 2017 Fall ［東京］ 東京ビッグサイト デジタルテクノロジー専門イベントでクラウド、セキュリティ、モ
バイル＆ウエアラブル、IoT、ワークスタイル変革等の展示会

18日～19日 アドテック東京2017 東京国際フォーラム デジタルマーケティング等の展示会

11月
8日～10日 Japan IT Week 秋2017 幕張メッセ ITの専門展を9展同時開催

15日～17日 第２回関西ワークスタイル変革
EXPO インテックス大阪 ワークスタイル変革に特化した商談専門展、他6展同時開催

12月 13日～15日 SEMICON Japan　2017 東京ビックサイト マイクロエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会
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新会員（平成29年1月1日~平成29年2月28日）

■通常会員

◎　会社名　　株式会社テフコ
　　　　　　　（平成29年2月8日入会）　　
　　所在地　　岡山県岡山市　
　　代表者　　垪和　次朗　　
　　TEL　　　086-295-2700
　　事業内容　電気通信工事、電気通信工事設計、CATV

工事、電気工事、道路情報表示装置工事
　　URL　 　  https://www.tefc.jp/company.html

◎　会社名　　テレコール株式会社
　　　　　　　（平成29年2月16日入会）　　
　　所在地　　福岡県福岡市　
　　代表者　　末吉　豊　　
　　TEL　　　092-411-6077
　　事業内容　 デジタル電話交換機、ボタン電話、LAN・光ケー

ブル関連事業の販売及び設計・施工・保守
　　URL　 　  https://www.telcall.co.jp

◎　会社名　　山代電気工業株式会社
　　　　　　　（平成29年2月22日入会）　　
　　所在地　　島根県松江市　
　　代表者　　山代　正隆　　
　　TEL　　　0852-27-8039
　　事業内容　 電気工事の設計施工、電気通信工事（光ケー

ブル）の設計施工、鉄道関係電気設備工事
（電車線路他）
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大阪市西区江戸堀1-23-13 肥後橋ビル3号館405号室 TEL 06-4256-7155 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 ㈱キューオキ 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 〒064-0920
 

札幌市中央区南20条西10-3-5 ㈱つうけん南ビル内 TEL 011-733-5005 hokkaido@itca.or.jp

春になりますと朝起きるのがつらくな
り「春眠暁を覚えず」の詩が浮かびま
すが、冬から春に変わる過程で体が
季節に合わせようと自律神経が不安
定になり、睡眠に影響が出てくると思
われます。この調整時期は、体も心もリ
フレッシュできるように、桜が咲いて満
開になり散ってゆく情景、鳥の声に耳
をすましてみる等、季節の味わいを楽
しんでみたらどうでしょうか。孟浩然の
詩全文をご紹介しますと、「春眠不覚
暁　処処聞啼鳥　夜来風雨声　花
落知多少」です。詩の解釈と情景は
皆さんにお任せしますが、唐時代に思
いを馳せ、現代でも同じ感覚を味わえ
るのは感慨深いと思います。皆さんも
身近な「春」を見つけてみてください。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　栩谷　晴雄

編集委員
　松山　仁
　山田　恭郎
　岸村　智志
　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
　濱田　雅春
　指江　雅夫
　貫　　耕三
　渡辺　博明
　上原　昇
　阿部　准定
　佐々木勝夫
　笹原　弘志
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東京メトロ 有楽町線　新富町駅徒歩５分
東京メトロ 日比谷線　八丁堀駅徒歩５分
JR京葉線　八丁堀駅徒歩５分


