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ITCA憲章

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

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

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

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

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

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

一般社団法人　情報通信設備協会
理事長　大輪 堅一

平成２９年度の事業運営に向けて
～会員企業の更なる発展と事業基盤の確立を目指して～

会員の皆様には、日頃より協会活動にご理解とご支援
を賜り、感謝申しあげます。

さて、平成 28 年度の事業活動を振返りますと、決算は
久々の黒字化を達成しました。

要因は Web 会議導入による旅費・宿泊費の削減や e －
ラーニング、Web 試験導入、研修の効率化および各地方
本部の経費削減効果によるものです。

会員数は、前年度微減の 631 社で、計画未達成の結果
でした。今後、会員拡大に向けて魅力ある協会と評価さ
れる事業の展開が重要な課題となります。

事業運営は、オフィスリンクの契約数拡大や「ITCA 光」
サービスの創出等、新たな商材・サービスの提供に成果
がありました。また、ビジネスを推進する「人」を育成
する研修メニュー拡充やホームページ、機関誌「ITCA」
の情報発信機能を強化しました。

平成 29 年度事業計画は、従来の取組みの継承と新たな
視点を取り入れ、3 月 15 日開催の理事会で承認され、活
動がスタートしました。

情報通信業界は、IoT、クラウド、ビックデータ、AI
を軸に、ICT の戦略的活用ニーズがあらゆる産業分野で
顕在化するものと期待されております。

事業計画では、以下に示すとおり業界動向を踏まえ、
会員企業が顧客に魅力ある商材・サービスを提供するた
めに、協業やパートナー連携を強化してメニューを拡充
します。

また、これらに精通して提供・サポートする「人」の
育成研修メニューを強化します。

財務基盤の確立は、第一四半期に各地方本部が会員拡
大キャンペーンを実施し、年度末会員数 700 社への拡大
と抜本的な経費削減の両面から決算の黒字定着を目指し
ます。
１．会員企業に魅力ある商材・サービスを提供してビジ

ネスの拡大に貢献
他企業とのコラボレーションを強化し、会員企業の

ビジネス拡大に結びつく商材・サービスのメニュー拡
大と充実、新たな制度の実現に向けて活動します。
・NTT ドコモ連携のオフィスリンクを関東地方本部

での成功事例を他地方本部への横展開による拡大と
新たなビジネスモデルの発掘

・ティーガイアとの光コラボレーションモデル「ITCA
光」の普及活動と電力販売との組み合わせビジネス
の展開

・新規取組みとしてアライドテレシスとの協業モデル
を第一四半期にリリース

・工事担任者の地位向上を目指して情報通信エンジニ
アリング協会と日本データ通信協会の３協会が連携
して新たな制度の実現に向けて推進

２．商材 ･ サービスを提供・サポートする「人」を育成
する研修メニューの強化
 各地方本部と連携して新入社員や階層教育に加え、販
売および技術、資格取得の研修メニューを拡充して e－
ラーニングまたは集合教育で実施します。
・「初級／中級ネットワーク技術者研修」･･･LAN 設計、

構築技術者の養成　　　　
・「無線 LAN 技術研修」･･･ 無線 LAN 導入技術者養

成
・「中級 NW ＋無線 LAN 一括（3 日間）研修」･･･ 情

報ネットワークプランナー ･ マスター＆ワイヤレス
の資格認定取得

（全国 8 ヶ所で 6 月以降開催）
３．決算の黒字定着による財務基盤の確立

　会員拡大による収入増と経費削減から決算の黒字定
着を目指します。
・会員拡大 ･･･ 年度末会員数 700 社を目標に、各地方

本部が新規会員を勧誘する
「会員拡大キャンペーン」を第一四半期に実施
・経費削減 ･･･ 受取会費の算定ルールの整合性や人件

費および事務所経費等の削減を実施
４．情報発信の強化

　機関誌「ITCA」やホームページのコンテンツを拡
充し、情報発信の機能を強化します。

情報通信業界は、ICT の戦略的活用による成長が期
待され、ビジネス拡大のチャンスの節目にあります。協
会は会員企業の更なる発展と事業基盤の確立を目指して、
関係者が一体となって尽力する所存であります。

皆様方のより一層のご支援、ご鞭撻をよろしくお願い
申しあげます。
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特別寄稿

協立情報通信株式会社
代表取締役社長　佐々木 茂則（元 ITCA理事長）　経営情報学修士（MBA）

中堅・中小企業の情報活用促進について

新緑の候、会員の皆様におかれましては、益々ご
清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、近年の「第 4 次産業革命」と呼ばれる世界
的な潮流により、LAN、NGN（次世代ネットワーク）
基盤から、クラウド、スマートフォン、タブレット、
そして IoT、ビッグデータ、AI（人工知能）などへ
進展し、今まさに「情報を活用する時代」となりました。

　行政面では、労働力不足問題の解決と日本経済の
成長を図る鍵として、経済産業省による「革新的も
のづくり・商業・サービス開発支援事業補助金」や「IT
ツール導入支援補助金」など、特に当協会会員の中
心的顧客である中堅・中小企業の情報化を、積極的
に推進・支援する動きが活発化しております。IT に
よる「情報の活用」こそが、企業繁栄と経済成長の鍵、
と広く認識されるようになったといっても、過言で
は無いでしょう。

　とはいえ、実際のところ中堅・中小企業においては、
昭和の時代から指摘されているように、未だに情報
化が進んでいない状況にあります。「ICT に投資でき
る余裕がない」、「導入しても使いこなせる人材がい
ない」、「どこに相談したらいいかわからない」といっ
た意見がよく聞かれます。中堅・中小企業では、経
営者自身が本業に注力することを優先し、管理のた
めの情報化の必要性を感じながらも、後回しせざる
を得ない状況にあると推察されます。

企業トップの迅速な判断で経営展開できる中堅・
中小企業は、そのフレキシブルな組織体であるがゆ
え、情報化による企業変革には、本来とても有利と
いえます。一方、社内 LAN を構築し、クラウドやソ
フトウェアを導入すれば情報化できるわけではなく、
やはり、「企業の革新、成長促進を支援するための情
報化」であることを念頭に置く必要があります。そ
の上で、「情報の活用」についてのイメージと目標を

明確に設定し、経営課題の可視化と共有を進め、経
営判断を迅速化して企業活性を図ることで、企業価
値の創造へと繋げたいところです。

このような中堅・中小企業特有の事情と課題・問
題点を把握して、解決策を具体的に提案・提供でき
るコンサルのような役割をはじめ、中堅・中小企業
向けの特徴あるサービスの充実化を、我々は期待さ
れているところと思います。

　コンサル的なサービスへの需要は永続し、また、
拡大し続けるものと確信しています。

しかし、多様化する顧客ニーズに適応するサービ
スを、１社が単独で提供することは困難が伴うケー
スもあります。その場合は、パートナーシップによ
る解決も一策です。つまり、複数企業のサービスを、
ひとつのソリューションに融合して、サービス創造
を図ることが求められることになります。また、顧
客が求めるサービス（価値）を提供するためには、
顧客との信頼関係を深め、「共創」することも重要な
時代となりました。顧客やパートナーとの「共創」
を踏まえたサービスの革新を推進することで、中堅・
中小企業の未来をひらくサービスの創造と発信が、
顧客や行政の期待に応えることと思考します。

　当協会の「LAN 認定制度」における認定会員が
100 社を超えた、と耳にしております。技術水準向
上に向けた諸活動は将来の礎となりますので、これ
は誠に喜ばしい限りです。役員並びに会員の皆様の
ご理解とご尽力に敬意を表する次第です。今後は、
ITCA 憲章の精神に基づいた新しいサービスの創造、
特に「情報の活用」を推進する、情報活用能力向上
のための施策と、情報活用を促進するサービスの開
発や普及に、大いに期待したいところです。

　最後となりましたが、ITCA と会員企業各社の益々
のご発展をご祈念申し上げます。
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地方本部だより

■津波被災地の今
東日本大震災の集中復興期間（復興交付金）が 27

年度で終了しましたが継続事業、未着手事業等は現
在も行っております。

土地の嵩上げ、高台移転の土地の整備等はほぼ完
了し、これから街づくりの段階となっております。

沿岸の各自治体とも人口流出が大きく街づくりに
苦慮しております。

自力再建の土地、災害公営住宅の建設用地の嵩上
げや整備に時間がかかり、若い世代は避難先で生活
基盤が定着し被災地に戻らない現状となっておりま
す。

商店街の構築に経営不安で辞退する店主が多く、
震災前の様な街づくりは困難な状況です。過疎化が
ますます進みそうです。

被災者の方々は自主再建住宅、災害公営住宅に移
転しましても新たな経済負担が生じ、不安が拭えな
い現状です。

3 月 26 日に気仙沼市、南三陸町、女川町、石巻市、
東松島市を訪問しました。道路は完全に整備されま
したが、被災地域の街並みはなく土地の嵩上げされ
たままの状況です。これから街づくりに着手の様です。

前回ご報告しました、気仙沼市大谷地区（旧本吉町）
と女川町の現況を報告させていただきます。

１．気仙沼市大谷地区
　海抜 0 ｍの JR 大谷駅と大谷海水浴場。防潮堤の建
設で 7.9 ｍの計画に住民が反対し 6.5 ｍの折衷案が提
示されました。最終的には沿岸沿いの国道 45 号線を
嵩上げし防潮堤を兼ねた道路にする事に決定。

まだ着手されず被災当時と変わりません。JR 線は
BRT 運行。

２．女川町
　町庁舎を含め街全体が被災した地域です。

平成 26 年 3 月 JR 石巻線女川駅が完成、開通。

1万1969人（警視庁まとめ3月10日現在）が犠牲となった東日本大震災から6年が過ぎました。全国の支援を
受けて被災地も復興しつつあります。インフラ整備も順次進捗しております。
プレハブ仮設住宅の完全閉所は宮城県では岩沼市、仙台市、多賀城市、亘理町、七ヶ浜町の順で解消されており
ます。（3月31日新聞報道）　しかし、今でも東北3県でプレハブ仮設住宅の入居者は約3万6000人が不自由
な仮住まいをしております。（3月11日新聞報道）
自治体により相違があり、災害公営住宅が完成し入居完了の市町村がある半面、建設中で29年度までにはとの
目標で建設している自治体があります。まだまだ津波被災者の生活再生には時間が必要と思います。福島原発
事故の被害地域では順次帰還エリアが広くなってきていますが、帰還住民数が少なく街の再生が厳しい状況です。
3月11日に各地で節目の7回忌の追悼式が行われ、犠牲者の冥福と被災者の生活再建、ふるさと再生が祈られ
ました。
震災の年から行われておりました『東北六魂祭』が『東北絆まつり』と名称を変更し仙台で開催することとなりま
した。震災のあった年の7月仙台市で、不安な気持ちを吹き飛ばし、犠牲者の鎮魂を願い『頑張ろう東北』を合
言葉として行いました。
今後は東北の祭りの一つとなり定着するものと思います。
是非、ご来場をお願い致します。

東日本大震災から６年と東北絆まつり
一般社団法人 情報通信設備協会 東北地方本部

事務局長　佐々木　勝夫

大谷駅跡と
大谷海水浴場
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旧街並みは住居の建設は禁止となり、土地の嵩上
げを行い水産加工地区と公園になりました。水産加
工地区は本格的な稼働、公園はこれから。駅前商店
街は 28 年 12 月に完成。駅前商店街の周辺は人家が
少なく観光客向けの状況。29 年 4 月町庁舎建設着工、
30 年 9 月完成予定。

■東北絆まつり
東日本大震災のあった平成 23 年 7 月、鎮魂と復興

をテーマに掲げた『東北六魂祭』が仙台で開催され
ました。翌年から盛岡、福島、山形、秋田、青森の
順で開催し、東北を一巡しましたが、更なる復興と
その先の未来へ前進するため、『東北絆まつり』とし
て仙台から再スタートいたします。

イベント会場では、6 祭りの PR ステージや東北の
観光・グルメブースなど、さまざまな催しが行われ、
11 日（日）には、東北を代表する 6 つの祭りが一堂
に会するパレードが市内中心部で披露されます。
　多数の御来場をお待ちしております。

　開催日　　　　　平成 29 年 6月10日（土）、11日（日）
　開催場所　　　　西公園、勾当台公園ほか
　最寄駅　　　　　仙台地下鉄（勾当台公園駅）
　　　　　　　　　　　徒歩 3 分～ 15 分
　参加祭り団体　　青森市　　青森ねぶた祭
　　　　　　　　　秋田市　　秋田竿燈まつり
　　　　　　　　　盛岡市　　盛岡さんさ踊り
　　　　　　　　　山形市　　山形花笠まつり
　　　　　　　　　仙台市　　仙台七夕まつり
　　　　　　　　　福島市　　福島わらじまつり

公式 HP　http://tohoku-kizunamatsuri.jp/

青森ねぶた祭り
（写真提供　青森観光コンベンション協会）

秋田竿燈まつり 盛岡さんさ踊り

山形花笠まつり 仙台七夕まつり 福島わらじまつり

女川町　駅前商店街

女川町　復興状況
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業界ニュース　2月 

IDCJapan ㈱は、国内における 2016 年第 4 四半期（10 月～ 12 月）と 2016 年通年（1 月～ 12 月）のトラディショ
ナル PC 市場出荷実績値について発表した。2016 年通年の国内トラディショナル PC 出荷台数は、合計で前年比 0.1％
増の 1,056 万台となった。内訳は、ビジネス市場が同比 5.6％増で 637 万台、家庭市場は同比 7.3% 減の 418 万台となっ
た。2016 年通年のベンダー動向を見ると、1 位が NEC レノボグループ、2 位が富士通、3 位がデルと HP Inc.、東芝
が 3 位から 5 位に順位をおとした。
　2016 年第 4 四半期（10 月～ 12 月）のトラディショナル PC の出荷台数は、前年同期比 5.7％増で 259 万台となっ
た。ビジネス市場は、同比 12.8％増、149 万台、家庭市場は 2.5％減で 110 万台であった。ビジネス市場での好調が
家庭市場のマイナス成長を補い、全体でプラス成長へと引き上げる結果となった。ビジネス市場好調の背景として、
Windows 7 プリインストール PC についてパブリックセクターを中心とした特需が発生したことと、中小企業セグメ
ントで買い替え需要が顕在化し始めたことなどが考えられる。2016 年第 4 四半期のベンダーシェアについては、第 3
四半期（7 月～ 9 月）で HP Inc. に逆転されたデルが 3 位に返り咲いた。

ＩＤＣＪａｐａｎが２０１６年国内トラディショナルＰＣ市場実績値を発表

ソフトバンクコマース＆サービス㈱は、2017 年 2 月 1 日より法人向けにドローンの活用を支援するポータルサイ
ト「DroneBank」をグランドオープンした。「DroneBank」は、ドローン・周辺機器などの製品情報、調査・撮影代
行などのサービス情報、法令情報、メーカー・販売店検索、導入相談など、ドローンの法人利用に関するあらゆる
情報を集約したポータルサイトである。空の産業革命とも言われ、多くの期待を集めるドローンの産業利用であるが、
これまでは情報が分散されている上に曖昧な情報も多く、企業での導入が進まない遠因となっていた。本サイトはこ
の問題を解決し、ドローンの法人利用促進を目指す。コンテンツは、①ドローンビジネス情報　②製品・サービス　
③相談　④ベンダー情報　⑤販売店情報
（URL:https://dronebank.jp）

ソフトバンクコマース＆サービスがドローンの法人利用に必要な情報のすべてを提供するポータルサイト
「ＤｒｏｎｅＢａｎｋ」グランドオープン

　㈱日立システムズと PST ㈱は、未病音声分析技術を用いたクラウド型のヘルスケアサービスの提供に向けて協業
した。本協業に基づき、日立システムズは、声から心の状態の変化を捉え、病気の予防や未病の早期発見に寄与する「音
声こころ分析サービス」を開発した。本サービスは、スマートフォンや固定電話、携帯電話などから録音した音声デー
タを分析して心の状態を見える化し、利用者にメンタル疾患の自覚と予防を促す。さらに、管理者向けの充実した機
能によって、メンタル疾患者およびその予兆が見られる利用者の早期発見を支援し、社会課題となっているメンタル
ヘルス対策に寄与することが期待される。
（URL: http://www.hitachi-systems.com/news/2017/20170203.html）

日立システムズがＰＳＴと協業し、「音声こころ分析サービス」を開発

　㈱ NTT データ、NTT データイタリア、日本電信電話㈱は、触覚
刺激による牽引感覚生成技術と、NTT データイタリアがパートナー
シップを持つ GiPStech（ジップステック）社の地磁気を用いたイン
ドアマップ・ナビゲーション技術を組み合わせた「触覚を使った屋
内ナビゲーション」に関する実証実験を開始する。具体的には、地
磁気を用いたナビゲーション専用のアプリケーションを入れたス
マートフォンから、牽引感覚生成技術「ぶるなび」が搭載されたス
マートフォンケースに進行報告を Bluetooth 経由で指示することに
より、地図に頼らず直感的な誘導ができるソリューションである。
これにより、暗闇・煙霧などでの安全ルートのナビゲーションや商
業施設でのバリアフリーな購買誘導などが可能となる。
（URL: http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2017/021300.html）

ＮＴＴデータが「触覚を使った屋内ナビゲーション」に関する実証実験を開始

「触覚を使った屋内ナビゲーション」概要
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㈱ NTT ドコモは、お客さまの通信につながる機器のお困りごとに対し、製造メーカーや購入店を問わず、解決に
向けたサポートをおこなう「ネットトータルサポートTM」を 2017 年 5 月 8 日から提供開始する。本サポートは、パ
ソコンやスマート家電、ゲーム機等の通信につながる機器の操作や設定方法等の困りごとや、機器修理やデータ復旧、
家電買取等のご要望に対して、専用コールセンターのオペレーターによる遠隔サポートや、専用アプリ等を通じて解
決に向けたサポートをおこなうサービスである。また、「ネットトータルサポート」の提供に伴い、「ドコモ光」をご
利用のお客さまを対象に提供している「光リモートサポート」は、サービス内容を拡充し、「ネットトータルサポート」
に移動する。
（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2017/02/09_00.html）

ＮＴＴドコモが「ネットトータルサポート」を提供開始　～通信につながる機器のお困りごとをサポート、
「光リモートサポート」のサービス内容を拡充～

　㈱日立ソリューションズは、残業時間を適切に管理するため、指定時間に PC を自動シャットダウンするシステム
を 2 月 16 日から販売開始した。本システムは、指定時間に PC を自動終了した後、設定された一定時間、従業員に
再起動させない。従業員は、社内の PC をはじめ、スマートフォンやモバイル PC などから、ワークフローシステムで、
上長に就業時間の延長を申請し、承認されることで、PC のシャットダウン時間を変更できる。上長は、承認画面で、
申請した従業員の勤務時間や残業時間を確認することができる。これにより、企業は、従業員の残業時間を適切に管
理できるようになり、勤務間インターバル規制※をはじめとした社内就業ルールの徹底を図ることが可能となる。
※終業時刻から次の始業時刻までの間（インターバル）に一定の休息時間を確保する制度
（URL: http://www.hitachi-solutions.co.jp/company/press/news/2017/0215_1.html）

日立ソリューションズがＰＣを自動シャットダウンし、残業時間の適切な管理を支援するシステムを販売開始

KDDI ㈱は、携帯電話基地局用の屋内向けアンテナとしては世界で初め
て、従来の金属製アンテナではなく透明な「可視光透過アンテナ」を日本
電業工作㈱と共同開発し、2017 年 2 月 19 日より商用導入を開始した。従
来の屋内向けアンテナでは、天井に設置したアンテナが目立つという理由
により、最適な場所への設置が難しい場合があったが、「可視光アンテナ」
は、露出面が透明で目立たないため、イベントホールやホテルのロビー、
金属天井など、美観や景観を損なわずエリア品質の向上が可能となる。本
製品は、800MHz、2.1GHz、2.6GHz、3.5 GHz に対応しており、屋内の電波
状況に合わせて最適な周波数のアンテナを設置できる。
（URL: http://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2017/02/17/2321.
html）

ＫＤＤＩが携帯電話基地局用「可視光透過アンテナ」の商用導入を開始

「可視光透過アンテナ」の設置イメージ

㈱アイ・オー・データ機器は、デジタルサイネージをお手軽に実現する手のひらサイズのサイネージ向けパソコン
「CLIP PC（クリップ PC）」を販売開始した。本製品は、手のひらサイズの小型 Windows パソコンである。コンパク
トな筐体に USB ポート 2 つと HDMI、MicroSD カードスロット、ヘッドフォ
ン端子を搭載。4K 映像出力（3840 × 2160）に対応し、4K 対応液晶ディス
プレイと組み合わせることで、高精細な表示が可能。Wi-Fi、BluetoothⓇに
も対応しワイヤレスで様々機器と連携することができる。また、ディスプ
レイの電源にあわせてパソコンの電源もオンオフできるので、高いところ
や狭いところに設置する場合にも困らない。無償アプリ「時間割看板」と
組み合わせて使うことで、手軽にデジタルサイネージを実現することがで
きる。
（URL：http://www.iodata.jp/news/2017/newprod/clpc-32w1.htm）

アイ・オー・データ機器が手のひらサイズのサイネージ向けパソコン「ＣＬＩＰ ＰＣ」を発売

CLIPC-32W1
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業界ニュース　3月 

　㈱日立製作所は、営業店舗やコンタクトセンター向けに提供している「音声データ利活用ソリューション」のサー
ビスメニューを拡充し、リアルタイムに顧客とオペレーターの通話内容をテキスト化し活用する「コンタクトセン
ター業務効率化支援サービス」を 2017 年 3 月 24 日から販売開始した。「音声データ利活用ソリューション」で従来
提供している音声認識基盤「Speech Recognition Platform」を強化し、顧客とオペレーターの通話内容をリアルタ
イムにテキスト化するとともに、テキスト化した音声データを FAQ データベースや CRM システムなどとリアル
タイムに連携し活用可能とすることで、業務効率やサービス品質の向上を支援する。なお、音声認識基盤「Speech 
Recognition Platform」は、㈱日立情報通信エンジニアリングと共同で開発している。
（URL: http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2017/03/0323a.html）

日立製作所がリアルタイムに顧客とオペレーターの通話内容をテキスト化し活用する「コンタクトセン
ター業務効率化支援サービス」を販売開始

　大日本印刷㈱と NTT コミュニケーションズ㈱は共同で、写真や絵に動きを与える光投影技術「変幻灯」を活用した次
世代 POP 広告を開発し、大日本印刷㈱より 2017 年 3 月 7 日に販売開始した。「変幻灯」は、ポスターやボードなどに印
刷された絵柄をカメラで撮影し、その絵柄にあった動きのモノクロ映像データを専用ソフトウェアで制作する。制作した
モノクロ映像をポスターなどにプロジェクターで投影すると、目の錯覚により、印刷された静止画が動画のように動いて
見える仕組みである。これにより、消費者が静止画だと認識していたポスターやボードに動きを与えることが可能となり、
高いアイキャッチ効果で、プロモーションやエンターテイメントなどの用途に活用できる。また、センサーを取り付ける
ことで、手の動きに合わせて静止画が動くような視覚効果を付与することも可能である。販売価格：198,000 円～／ 1 台あ
たりの POP 広告製作費＋変幻灯の映像製作費（税抜き）。別途プロジェクター /PC/ カメラなどの機材を手配する必要が
あり。
（URL: http://www.dnp.co.jp/news/10132734_2482.html）

大日本印刷とＮＴＴＣｏｍが共同開発
～写真や絵に動きを与える光投影技術「変幻灯」を活用した次世代ＰＯＰ広告を販売開始～

総務省は「官民連携による国民のマルウェア対策支援プロジェクト（プロジェクト名：Advanced Cyber Threats 
response InitiatiVE（略称「ACTIVE」））」を通じて、インターネットバンキングに係るマルウェアに感染した端末の
利用者に対する注意喚起を実施する。総務省は、日本国内における感染端末の情報の提供を受けた警察庁と連携し、
安心・安全なネットワーク環境の実現を図るため、本取組に協力する。具体的には、一般社団法人 ICT-ISAC と連携
し、当省が実施しているプロジェクト「ACTIVE」を通じて、当該マルウェアに感染している端末の利用者への注意
喚起を行う。本取組において得られたマルウェア感染端末に関する情報を元に「ACTIVE」の取組を活用して、一般
社団法人 ICT-ISAC から、国内インターネット・サービス・プロバイダ（ISP）事業者に対して感染端末に関する情
報提供を行い、各 ISP 事業者から感染端末の利用者への注意喚起を実施する。

連絡先：総務省　情報流通行政局　情報流通振興課　情報セキュリティ対策室　電話：03-5253-5749
（URL: http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000120.html）

総務省がインターネットバンキングに係るマルウェアに感染した端末の利用者に対する注意喚起の実施

　TOA ㈱は、高効率な小型スピーカーユニットを搭載し、業界最小サイ
ズを実現した「小型天井埋込型スピーカー」5 機種を 2017 年 3 月 22 日に
発売した。新商品は、高効率な 8㎝スピーカーユニットを搭載し、取付
穴径が 10㎝、スピーカーパネルは外径 12㎝と、業界最小サイズを実現し
た。近年、照明の LED 化など天井に設置される機器は、小型化が急速に
進められている。天井埋込型スピーカーにおいても、同様のサイズとす
ることで、洗練された空間デザインの意匠を損ねることなく設置できる。
また、日本消防検定協会認定品のため、非常用放送設備のスピーカーと
して使用が可能である。今回発売するのは、スピーカーおよびスピーカー
パネルの全 5 機種である。お問い合わせ先：TOA 株式会社　お客様相談センター／ 0120-108-117（フリーダイヤル）
（URL: http://www.toa.co.jp/products/news/2017/news2017-03-21cm.htm）

ＴＯＡが火災など非常時の避難放送も可能で、業界最小サイズの「小型天井埋込型スピーカー」を新発売

小型天井埋込型スピーカー・スピーカーパネル
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　㈱ NTT ドコモは、外国語の料理メニューにスマートフォン等のカメラをかざすだけで、翻訳された料理メニュー
名や、料理写真などの情報を閲覧することが可能なサービス「料理メニュー翻訳 AR」を 2017 年 3 月 7 日に開発し、
6 月中旬からトライアル提供を予定している。本技術により、英語、中国語、韓国語の 3 か国語と日本語に翻訳さ
れた料理メニューが閲覧可能な他、料理のイメージ写真や料理に関する詳細な情報を表示することを実現した。対
応機種：AndroidTM5.0 以上のスマートフォン　料金：無料
（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2017/03/07_01.html）

ＮＴＴドコモが「料理メニュー翻訳ＡＲ」を開発
～料理メニューにカメラをかざすだけで外国語メニューの料理が閲覧可能～

 ソフトバンク コマース＆サービス㈱は、AKA 社（アメリカ本社）の英
語学習用 AI 搭載ロボット「Musio X（ミュージオ エックス）」を 2017 年
4 月 14 日より販売開始した。本製品は、英語学習のためのさまざまな機
能を搭載したソーシャルコミュニケーションロボットである。会話モード
では、インターネットからデータを検索して、話しかけた内容に対して最
も適切な答えを判断することでユーザーと様々な会話をすることができる。
ディープラーニング基盤の自然言語処理技術によって、事前にプログラミ
ングされていない文章を新しく生成することも可能である。また、「Musio 
X 教材セット」では、教材を使用して目的やレベルに合わせて英語を学ぶ
ことができる。フラッシュカードでアルファベットや単語の発音、ボード
ブックでクイズゲーム形式のヒアリング、さらに㈱学研プラスと共同制作したテキストでより本格的な英語学習な
ど、幅広く利用することができる。

価格　Musio X：98,000 円（税抜）Musio X 教材セット：128,000 円（税抜）
※会話モードを利用するためには、本体に加え Friend Plan（月額 980 円～／ 1 ユーザー）への加入が必須。

（URL: http://www.softbank.jp/corp/group/sbcas/news/press/2017/20170317_01/）

ソフトバンク コマース＆サービスが英語の勉強が楽しくなるお友達ロボット「Ｍｕｓｉｏ Ｘ」を販売開始

Musio X

　NEC は、場所を選ばず容易に無線 LAN のネットワーク環境を構築可能な
「インフラレス通信アクセスポイント」を製品化し、2017 年 3 月 28 日から販
売開始した。本製品は、1 台に無線 LAN アクセスポイントおよび機器間通信
の機能を搭載すると共に、バッテリー内蔵で持ち運び可能なため、本製品を
複数台設置するのみでネットワークを自由に構築・移動・拡張できる。さらに、
受信したデータを機器内に保存し通信可能時に送信する機能を搭載している
ため、一時的に通信が途切れても復旧後、確実にデータを伝送できる。
（URL: http://jpn.nec.com/press/201703/20170328_01.html）

ＮＥＣが場所を選ばず無線ＬＡＮのネットワーク環境を構築可能な「インフラレス通信アクセスポイント」を
発売　～バッテリー内蔵で不安定なネットワーク環境でも確実に伝送～

インフラレス通信アクセスポイント

　国土交通省は、CAD 製図基準の改定をし、平成 29 年度の直轄事業より適用を開始することとなった旨の公示を平
成 29 年 3 月 29 日にした。CAD 製図基準は、土木設計業務等の図面、工事の発注図及び完成図に適用する CAD デー
タのフォルダ構成やファイル形式等の仕様を定めたものである。【改定した基準等】① CAD 製図基準　② CAD 製図
基準　電気通信設備編　③ CAD 製図基準　機械設備工事編　④ CAD 製図基準に関する運用ガイドライン　⑤ CAD
製図基準に関する運用ガイドライン　電気通信設備編　⑥ CAD 製図基準に関する運用ガイドライン　機械設備工事
編　【適用開始時期】平成 29 年 4 月以降に契約を締結する工事及び業務に適用する。なお、平成 30 年 3 月 31 日まで
の期間においては、受発注者の協議により、従前の要領、基準を用いてもよいものとする。【入手方法】電子納品に
関する要領・基準　ホームページ：http://www.cals-ed.go.jp/

国土交通省が「ＣＡＤ製図基準」の改定について公示
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特集

アライドテレシス株式会社（本社： 東京都品川区、代表取締役社長： 大嶋章禎、以下：ATKK）、一般社
団法人情報通信設備協会（本部：東京都中央区、会長：大木一夫、以下：ITCA）は、両者の持つ強みを活
かし、協業することとなりました。
ATKKが、全国各支社・ 営業所のユーザーからの LAN工事等の依頼・ 相談情報及び工事受注案件を該
当地域の ITCAの会員（ATKK資格認定会員）へ紹介・発注することにより、ユーザーの多種多様なニー
ズにスピーディーに対応し、会員のビジネスチャンスの拡大、会員の拡大、入会メリットの実感、魅力あ
る協会組織を目指します。（別紙1参照）

アライドテレシス株式会社との協業について

■ ATKK
　ATKK は、1987 年 3 月日本においてシステム・プ
ラス株式会社が設立され、LAN 製品の開発、販売
を開始。9 月アライドテレシス株式会社に社名変更。
2004 年 7 月持株会社制移行に伴いアライドテレシス
株式会社をアライドテレシスホールディングス株式
会社に社名変更。新会社、アライドテレシス株式会
社として設立、IT ソリューション、ネットワーク機
器の企画、販売、施工、保守、運用サービス事業を
行う企業です。

■ ITCA
　ITCA は、昭和 28 年 12 月郵政大臣の許可を得て「社
団法人全国 PBX 設備協会」として発足し、情報通信
設備トータルネットワークの提供、ICT とソリュー
ションサービスの提供を目指し、NTT を始めとした
キャリアや通信機器メーカー等と連携し、ICT 時代
をリードして事業活動を積極的に展開しています。

■スキーム参加資格
　この度の協業スキームに参加いただく会員の資格
については、原則、下記の A ＋ B としますが、資格
取得会員が一定程度増加するまで、2 年間の暫定措置
も設け対応することとしました。
　具体的には、B' ⑤の措置として、過去の『無線
LAN 研修受講者』を「ネッワークプランナー・ワイ
ヤレス」資格取得者と同等に扱うこととし、会員企
業内に 1 名以上の資格取得者を雇用していることと
しました。
　なお申込には、以下の所定の書類提出が必要とな
ります。

資　　格 記　事（暫定措置）
●原則、以下の A・B の両資格取得会員
A． ATKK　～　ITCA 会員（① and ②）
　　① ATKK パートナープログラム（販売店）加入申込
　　②工事業者登録、認定審査の合格

・別紙 2
・別紙 3

B． ITCA 本部　～　ITCA 会員（③ and ④）
　　③ LAN 認定会員
　　④「ネットワークプランナー・ワイヤレス」資格取得者
　　　　1 名以上雇用

　　
　　・LAN 認定等　資格保有状況報告
　　・在籍証明書

B'．
・2 年の暫定措置として、（③ and ⑤）
③ LAN 認定会員
⑤暫定措置：過去の『無線 LAN 研修受講者』を
「ネットワークプランナー・ワイヤレス」資格取得者と
同等に扱い、資格取得者 1 名以上雇用

・別紙 4
・別紙 5

（左より）ATKK新井章治監査役、原川竹氏取締役、
長尾利彦副社長、ITCA大木一夫会長
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■お申込み方法
　参加資格の条件に適合されている会員は、ATKK
パートナープログラム（販売店）加入申込書（別紙 2）、
取引先調査票（別紙 3）、LAN 認定等資格保有状況申
請書（別紙 4）、在籍証明書（別紙 5）を記入の上、原
本を各地方本部の事務局へ郵送でお願いいたします。
　ATKK パートナープログラムについてはお申し込
み後、別途、ATKK より加入の案内があります。
　事務局にて、書類を確認後、ATKK へ送付します。 
ATKK で書類審査を行った後、審査合格した会員に
は、ATKK より認定証書（約 1 ヶ月後）を交付いた
します。なお、書類上で、不明な点がありましたら、
下記の担当者までご連絡下さい。

■その他
　参加資格の条件に適合されていない会員は、「LAN
認定会員」及び「ネットワークプランナー・ワイヤ
レス」資格取得の研修会に参加頂くとともに、また、

「LAN 認定会員」ではあるが、過去に「無線 LAN 研修」
受講済で、現在「ネットワークプランナー・ワイヤ
レス」資格取得者が不在の会員については、暫定期
間終了までに研修会に参加頂き、条件に適合された
会員となることをお勧めします。

■問い合せ先
【アライドテレシス株式会社】

パートナープログラム推進部　　
担当　土屋、木谷、田中
TEL:03-5437-6116 　
E-Mail：associate@allied-telesis.co.jp

　　　
【（一社）情報通信設備協会　事務局】

本誌裏表紙の各地方本部へお問い合わせ願います。
ご案内・お申込み書類は、協会本部ホームページ
にも掲載しております。
URL:http://www.itca.or.jp

別紙　２

年 月 日

この度は、パートナープログラムのご加入を検討いただき、誠にありがとうございます。
ご記入の前に別紙「ご加入に関する確認事項」をお読みください。

１．貴社の会社情報をご記入ください。

〒

２．ご担当者様情報をご記入ください。(営業職責任者様もしくは、購買担当責任者様を対象とさせていただきます)

〒

３．確認事項への同意

□ 同意する □ 同意しない

LIST MAIL SFDC PDF ACCESS 共有

ご住所
 (本店所在地)

URL

アライドテレシス パートナープログラム加入申込書(ITCA協業スキーム用)

申 込 日

フリガナ

貴社名

ご所属部署名
(正式な部署名をご記入ください)

ご住所

電話番号 FAX番号

役職

フリガナ

ご担当者名

E-Mail

アライドテレシスパートナープログラムの内容について同意しますか？

以下アライドテレシス記入欄

※ ご提出は、パートナープログラム事務局までお願いいたします。

パートナープログラム事務局
E-Mail：associate@allied-telesis.co.jp TEL：03-5437-6116

アライドテレシス株式会社　パートナープログラム推進部  担当：土屋、木谷、田中

管理番号
NO RK PLN 取得

対応項目

購入代理店

特記事項

営業部署 担当OUT／ＩＮ

アライドテレシス株式会社 
1／2 

 
 

 
 

※ 

 
社印 

‘(支店/部署印) 
 

別紙３ 

アライドテレシス株式会社 
2／2 

別紙５ 

 

 

 

在 籍 証 明 書 

 

平成○○年○○月○○日 

 

一般社団法人情報通信設備協会 御中 

 

 

 下記の者については、平成○年○月○日現在、当社に在籍していることを証明します。 

 

 

記 

 

所  属：○○○○○○○ 

氏 名：○○ ○○ 

 

以上  

 

 

 

○○県○○市○○町○－○－○ 

株式会社○○○○ 

代表取締役 ○○○○ 代表印 

 

■お申込み書類
①別紙２　アライドテレシス パートナー
プログラム加入申込書

②別紙３
取引先調査票（ITCA会員様用）

③別紙４
LAN認定等　資格保有状況申請書

④別紙５
在籍証明書
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企業のオフィスや学校の教室などで、大規模に無
線 LAN（Wi-Fi）を構築する動きがますます広がって
いる。だが、せっかく Wi-Fi 環境を作っても、それ
を利用する端末の増加によって通信品質 ･ 速度が低
下し、業務に支障を来すケースも出てきている。1 台
のアクセスポイント（AP）のカバーエリアに多くの
Wi-Fi 端末が密集して通信容量が不足したり、電波干
渉を起こすのが原因だ。
　これからは、キャパシティと実効速度を重視した
製品選びと設計 ･ 構築がさらに重要になる。このニー
ズに応えるのが、IEEE802.11ac の第 2 世代｢Wave2｣だ。
スループットを高める新機能を搭載した規格である。
　さらに次世代規格として標準化が進められている
｢11ax｣ も、キャパシティとスループットの向上に
フォーカスしたもので、2018 年以降の実用化が見込
まれている。
　一方、屋外に Wi-Fi 機器を設置し、様々な用途に
活用しようとする動きも進み、Wi-Fi の利用シーンは
さらに拡大している。
　本特集では、最新技術を効果的に使って Wi-Fi の
利便性を高めるためのポイントと、利用シーンを広
げる方法の 2 つの側面から Wi-Fi の最新動向をレポー
ﾄする。

Wave2 対応製品は 2015 年後半から本格的に市場に
投入され始め、昨年後半にはミドルクラス向けにも
広がってきた。ラジオチップの低廉化によって、価
格も Wave1 と遜色ない水準まで下がってきている。
　ラッカスワイヤレスを昨年買収したブロケード コ
ミュニケーションズ システムズで事業開発部テクニ
カルディレクターを務める小宮博美氏は ｢今後発売
する新製品は基本的にすべて Wave2 になる｣ と話
す。「Wave1 から Wave2 へ切り替える際も、ほぼ横

ばいの価格帯で移行できている｣ という。なお、同
社で現在一番の売れ筋である AP「Ruckus ZoneFlex 
R510｣（写真1）も Wave2 対応だ。

■ Wave2、どう使う？
この Wave2 のメリットを最大限活かすにはどうす

ればいいのか。
　改めて Wave1 との違いを整理しておくと、Wave2
の注目点は次の2つになる。1つは、チャネルボンディ
ングが可能な帯域幅の拡大。もう 1 つがマルチユー
ザー MIMO（MU-MIMO）への対応だ。
　チャネルボンディングとは複数のチャネルを束
ねて高速化する技術であり、この帯域幅が従来の
80MHz から 160MHz および 80 ＋ 80MHz に拡大した。
　ただし、使い所はあまりない。160MHz幅にボンディ
ングすれば、使えるチャネルはわずか 2 つに制限さ
れてしまうからだ。実際には、20 ～ 40MHz 幅でよ
り多くのチャネルを確保し、電波干渉の少ないエリ
ア設計を行うのが無難な使い方だ。
　一方、ぜひとも活かしたいのが MU-MIMO である。
AP と複数の端末（最大 4 台まで）との同時通信を可
能にする技術だ。　　　　　　　　　　　　
　例えば、1 台の AP がカバーするエリアに 3 台の端
末がいた場合、これまでは 1 台ずつ順番に通信して
いたが、MU-MIMO では同時に 3 台すべてにデータ
を送信できる。

業界特集

IEEE802.11acの第2世代（Wave2）対応製品がいよいよ“使いどき”だ。
性能をうまく引き出せば､ ユーザーの体感品質に直結する｢実効速度｣を大きく向上させられる｡ そのコツを解
説しよう。

文◎坪田　弘樹（テレコミュニケーション）

無線 LAN最新動向
11ac Wave2の性能を引き出すコツ

最新規格 Wave2 の使い方
製品選びで大きな差

MU-MIMO はこう活かせ！

写真１　ブロケード コミュニケーションズ システムズの Wave2
対応アクセスポイント「Ruckus ZoneFlex R510」。端末の現
在位置に合わせてビーム状に電波を発する「BeamFlex+」を搭載
している。
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　これにより、無線リソースを有効に利用できるよ
うになり、スループットが向上する。多数の端末が
同時にアクセスする高密度環境でも、安定した実効
速度が確保できるのだ。なお、Wave2 で MU-MIMO
が使えるのは下り方向の通信のみで、上下方向の
MU-MIMO は次の 11ax で実装される。

■ AP 設置場所はどこが正解？
　だが、小宮氏によれば ｢MU-MIMO を使いこなす
のは簡単ではない｣。その真価を発揮するには、電波
の送り方に工夫が要るという。
　MU-MIMO で 3 台の端末と同時通信する場合、3
本のアンテナから各端末に電波を送信する（図表1
の左）。ただし、そのままでは各端末に 3 つの電波が
すべて同じ強度で届く（同右）。電波は基本的に 360
度全方向に広がるからだ。

端末側には、欲しい電波は 1 つなのに、2 つのノイ
ズも同じように届くことになる。むしろ、MU-MIMO
無しで普通に電波を投げたほうがいい、という結果
になる可能性もある。
　この問題を解決するのが、ラッカスの特許取得技
術 ｢Ruckus Beam Flex+｣ だ。電波の送信方向に指
向性をもたせ、端末ごとに必要な電波だけを送信す
る技術である。端末が移動してもその位置を追いか
け、不要な方向には電波を出さず干渉の発生を抑える。

MU-MIMO を活かす工夫は、ラッカスだけでなく
他メーカーの製品にも見られる。
　HPE Aruba の『拡張 ClientMatch』機能がそれだ。
対応規格や性能の異なる Wi-Fi 端末が混在している
なかで、MU-MIMO 対応端末を自動的に判別し、最
も近い Wave2 対応 AP に誘導する技術である。より
条件のよい AP に接続し直してロードバランスを行
うことで、全体の体感品質を高く保つことができる。
　製品選びの際は、Wave2 のメリットを増幅してく
れるこうした機能にも目を向けたいところだ。

　加えて、小宮氏は AP の設置場所にも工夫が必要
だと話す。結論から言えば、Wi-Fi を使う人 ･ デバイ
スの真ん中に AP を置くのが最も効率が良い。オフィ
スの隅や壁ではなく、天井の中央付近が適している。
　なぜなら、せっかく BeamFlex+ があっても、電波
を受ける端末が AP から見て同じ方向に集中してい
れば、電波の送信方向が重なり意味をなさなくなる。
送信方向がなるべく分散するように AP を設置する
ことで、「MU-MIMO のメリットを最大限に引き出す
ことができる」のだ。

■見えてきた「11ax」実用化
　次に次世代規格 ｢11ax｣ の動向について整理して
おこう。
　11ax は、11ac Wave2 の最大速度（6.9Gbps）の約 1.5
倍となる最大速度 9.6Gbps を目指している。だが、そ
れよりも注目すべき点が実効速度の向上だ。LTE の
主要技術の 1 つである OFDMA（直交周波数分割多
元接続）と MU-MIMO を使って、AP と複数端末の
同時通信を実現する。
　つまり、11ax は最高速度よりも実効速度にフォー
カスした規格なのだ。多数の Wi-Fi 端末が密集する環
境では通信効率の低下が問題となっているが、11ax
には、その課題を解決する規格として期待が集まっ
ている。
　2 月 13 日（米国時間）にはチップベンダーのクア
ルコムが、11ax をサポートする製品ポートフォリオ
を発表している。それによれば、通信容量は 11ac と
比較して最大 4 倍、スループットも最大 4 倍に高速
化するという。ルーター /AP 向けの ｢IPQ8074 SoC｣、
クライアントデバイス用の ｢QCA6290Chipset｣ とも
に 2017 年前半にサンプル出荷予定だ。
　実用化に向けたスケジュールは未確定だが、東京
オリンピック ･ パラリンピックが開催される 2020 年
には、Wi-Fi ユーザーが集中すると予想される競技会

（図表1）MU-MIMO環境における Ruckus BeamFlex+と一般的なアンテナとの違い
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場やその周辺、宿泊施設等で使われる可能性も十分
にある。

ここからは、無線 LAN の利用シーン拡大の現状に
ついて見ていこう。
　新たな利用シーンとして見逃せないのが ｢屋外｣ だ。
これまでも商業施設や観光 ･ 宿泊施設等で公衆 Wi-Fi
サービスを提供するため、屋外に Wi-Fi インフラを
整備する動きはあったが、最近は目的がさらに多様
化している。後押ししているのは IoT だ。
　特に需要が高まっているのが、ネットワークカメ
ラ（IP カメラ）向けの用途である。長距離伝送が可
能な屋外用 Wi-Fi を用いて、監視カメラの映像伝送
を無線化するのだ。
　屋外用 Wi-Fi 機器を開発 ･ 販売するハイテクイン
ターで執行役員マーケティング最高責任者を務める
寺田健一氏は、｢IP カメラのニーズはますます広がっ
ている｣ と話す。カメラを高所に設置して市街全体
を監視したり、河川の水位監視、工事現場の盗難予
防に使ったりと、幅広い用途で事例が増えていると
いう。都市部ではセキュリティ強化を目的として企
業や商店街、学校等で設置が増えているが、今後は
地方での需要も高まるとみている。
　屋外用 Wi-Fi ではもちろん、機器の耐環境性がポ
イントになる。
　ハイテクインターの ｢Propeller 2/5 0utdoor WiFi 
AP/Bridge｣（写真2）は、-40 ～ +65℃の広い動作温
度に対応。加えて、Wi-Fi 端末と通信する AP として
はもちろん、河川や道路 ･ 線路をまたいで数百 m ～
数 km 離れた拠点同士を無線で接続するブリッジ用
途（図表2）でも使える点が特徴だ。光ファイバーを
敷設するのと比べて、簡易かつ低コストに拠点間を
結んだり、IP カメラを始めとする IoT 機器向けのネッ

トワークが構築できるため強いニーズがあるという。
　周波数も 2.4GHz 帯と 5GHz 帯の両方に対応した機
種を揃える。なお、都市部では 2.4GHz 帯の電波が飛
び交い、利用環境が厳しいため、干渉の少ない 5GHz
帯ヘシフトしているようだ。

■ Wi-Fi とカメラの設定を代行
屋外も含めて IP カメラ用に Wi-Fi 設備を構築しよ

うとする場合、問題となるのが機器のキッティング
作業や配送、設置後の稼動監視だ。
　オフィスや教室内に Wi-Fi 環境を構築する場合と
比べて、カメラの設置環境は実に多彩だ。 Wi-Fi 機
器およびカメラの設定作業を行うための場所が確保
しにくかったり、設置現場への機器の配送に手間が
かかるケースも多い。
　通常は SIer 等が行うそれらの作業を代行する業務
支援サービスを提供しているのが、ヤマトシステム
開発だ。Wi-Fi 機器をはじめとする通信 ･ ネットワー
ク機器のキッティング作業から配送、遠隔監視まで
をワンストップで提供する（図表3）。同社内で一括
して業務を請け負うため、設定作業と配送を別の会
社が行う場合に比べて短期間に納品でき、かつコス
トも抑えられる。
　また、同社は最近、IP カメラの設定代行サービス
も開始している。 Wi-Fi 機器に加え、カメラの設定 ･
配送も合わせて請け負うことが可能だ。

（図表2）無線 LANブリッジの利用イメージ

写 真 ２　 ハ イ テ ク イ ン タ ー の 屋 外 用 Wi-Fi「Propeller 2/5 
0utdoor WiFi AP/Bridge」

利用シーンの拡大
広がる屋外での用途

IoT 普及の後押しにも
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　同サービスを担当するセットアップ･ロジソリュー
ションカンパニーチーフの石井沙知氏は、｢SE や通
信工事の作業員はカメラの設定が本業ではなく、そ
れに時間を取られている。ヤマトシステム開発が代
行することで、現地では設置作業に集中できて作業
単価が下がる。この点が高く評価されている｣ と話
す。同社では今後、IP カメラだけでなく、他の様々
な IoT 機器にも対応していきたい考えだ。

■“1 台 3 役”でモバイルワーク支援
さて、企業での Wi-Fi 端末の利用はますます増え

ると考えられるが、今後はそれらの端末を社外で使
いたいというニーズも高まるだろう。
　その場合、デバイス自体が LTE 通信機能を備えて
いれば問題ないが、ノート PC やタブレット端末につ
いては、通信費のかからない Wi-Fi モデルを導入し
ている企業も多い。それらを社外で使うには、スマー
トフォンのテザリング機能を使うか、別にモバイル
Wi-Fi ルーターを用意する必要がある。公衆 Wi-Fi を
利用する手もあるが、場所が限られるうえ、セキュ
リティリスクが懸念される。
　そこで、モバイルワーク需要の高まりを見越し
てネットワークコンサルティングが開発したのが、

「Triprouter」というユニークな端末だ。
KDDI の法人向け USB 型データ通信端末 ｢Speed 

USB STICK U01｣（WiMAX 2+ と au 4G LTE に対応）
と組み合わせてモバイル Wi-Fi ルーターとして使え
るようにするもので（写真3）、最大 8 台の Wi-Fi 端
末を同時接続できる。 U01 は PC に USB で接続して

用いるものだが、Triprouter を装着すれば、Wi-Fi タ
ブレットもインターネットに接続できるようになる。
　加えて、Triprouter はスマホやタブレットに給電
できる機能も備えており、電池切れに備えることも
できる。USB 接続と Wi-Fi 接続、そしてモバイルバッ
テリーの 1 台 3 役をこなす。
　利用シーンとしては、取引先や提携企業などに出
向いて行う商談やミーティングの場面で効果を発揮
しそうだ。ネットワークコンサルティング ･ アライ
アンス事業部の大貫裕太氏は ｢これ 1 台あれば、打
ち合わせに参加している他の人の端末も通信できる。
ビジネスにおいて活躍するシーンは多いはず｣ と話す。
　以上見てきたように、企業向け Wi-Fi 市場には次々
と特徴的な製品 ･ サービスが登場している。最新機
能のメリットと、それを活かす使い方を理解するこ
とで、Wi-Fi の利用シーンはまだまだ広がるはずだ。

（図表3）ヤマトシステム開発の業務支援サービス概要図

（出典：テレコミュニケーション March 2017）

写真３　ネットワークコンサルティングの「Triprouter」。USB
接続型のデータ通信端末「U01」に装着し、モバイル Wi-Fiルー
ター化する。
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平成２９年度　電気通信主任技術者定期講習のご案内

1．講習の種類
　下記の 2 種類とします。

（1）伝送交換技術に係る電気通信主任技術者定期
講習

（2）線路技術に係る電気通信主任技術者定期講習
以下、伝送交換技術に係る電気通信主任技術者定
期講習は伝送交換と、線路技術に係る電気通信主
任技術者定期講習は線路と略称します。

2．対象者
講習の対象者は、電気通信主任技術者資格者証の
交付を受けている者とします。
( 選任の有無は問いませんが、選任されている場合
はその電気通信事業者名等を申請して頂きます )

3．実施日及び実施場所
（1）下表のとおりとします。伝送交換定員 120 名、

線路定員 80 名

（2）受講会場については、受講票により通知します。
ホームページにも公開します。

（3）講習は、各 1 日間です。

4．受講申請及び受付期間
（1）平成 29 の受講申請は年度内一括とし、受付期

間は下表のとおりとします。

（2）各講習は定員制とし、申し込み順で、定員に
なりしだい締め切ります。

（3）実施予定日において、天災地変等により、講

習の実施が困難となった実施場所については、
新たに実施場所及び実施日を指定します。

（4）受講者数が少ない場合、実施場所を集約・変
更又は講習の実施を中止します。

5．受講料等
（1）受講料は、38,000 円（税込）とします。（再受

講も同じ）
（2）再考査の受験料は、15,000 円（税込）とします。

（再再考査も同じ）

6．講習の受講申請の手続きと受講料の払込み方法
（1）受講申請の手続きは、インターネットによる

方法で行います。日本データ通信協会（以下、
協会という）のホームページにアクセスし、電
気通信主任技術者定期講習受講申請フォームに
必要事項を記入し、申請データを送信します。

（2）協会は、申請情報を審査し、適当と認めた場
合に限り申請を受付けます。同一日に同じ資格
者証による複数の受講申し込みは認めません。

（3）協会より受け付けた申請者に対して、指定の
銀行口座に、受講料の振込みをメールにて通知
します。

（4）協会にて受講料の振込みを確認した後、会場
別の受講者の決定となり、受講時期に合わせ（約
30 日前）受講票を送付します。

（5）受講会場の変更は、受講日の 30 日前までは、
変更先の受講会場に空きがある場合に限り認め
ます。

（6）受講者の変更（受講者の入替え）は、受講日
の 14 日前までは認めます。

7．講習の内容
（1）講習は、講義と修了考査で構成し、講義時間

は 5 時間 40 分、修了考査の時間は 40 分間です。
（2）講義科目は、伝送交換設備（線路設備）及び

その管理に関する科目及び電気通信事業法その
他関係法令に関する科目です。

（3）講義終了後に、講義の内容を理解したか否か
を確認するため、修了考査を行います。修了考
査の結果、正解率が 70 パーセント以上の受講者

平成 29 年度電気通信主任技術者定期講習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。

伝送交換
実施場所 実施日 定員

第 1 回東京 9 月 26 日（火） 60
第 2 回東京 12 月 5 日（火） 60

線路
実施場所 線　　路 定員

第 1 回東京 9 月 27 日（水） 40
第 2 回東京 12 月 6 日（水） 40

試験回数 受付の開始 受付の終了
第 1回東京

7月4日（火）13時
8月16日(水)13時

第 2回東京 10月25日(水)13時
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は、合格とし、後日、修了証を交付します。修
了証は、1 講習で 1 通です。

（4）修了考査の採点結果は申請責任者に通知しま
す。なお、修了考査の問題、解答は公表しません。

8．講習の実施について
（1）講習の開始時刻は 9 時とします。（5 分以上の

遅刻は入場できません。また、修了考査も受け
られません｡）

（2）終了時刻は、概ね 17 時 30 分頃です。
（3）集合時刻は、8 時 40 分とします。また、講習

の開始に先立ち、受講者の本人確認を行います
ので、写真を貼付した受講票のほか、顔写真の
貼付された社員証又は公的証明書（運転免許証
等）を持参してください。

9．再考査
（1）修了考査又は再考査にて、正解率が 70 パーセ

ント未満の受講者は、再考査又は再受講（但し
講習が定員未満の場合）を受けることができま
す。再考査の時間は 40 分間です。

（2）再考査は、同一年度内に 2 回を限度として受
けることができます。なお、再受講には制限は

ありません。
（3）再考査において、合格と判断された受講者には、

修了証を交付します。但し、受講の期限は、講
習の実施日が基準となります。

（4）再考査の実施日（1 月・2 月を予定）及び実
施場所（協会本部等で実施予定）等については、
個別に通知します。

10.その他
（1）振込後の受講料等はお返ししません。
（2）平成 30 年度の上期の講習は、平成 27 年度受

講者の 3 年目の講習に当たるため、受講の期限
が守れない場合があります（平成 27 年度受講考
が優先となります）。

（3）本記載は予告なく変更される場合があります
ので、ご了承ください。

【連絡先】受講の申請及び受講に関するお問い合わ
せは下記事務所で受け付けます。
一般財団法人日本データ通信協会　
電気通信主任技術者講習担当
電話　03-5907-7575（平日 10 時～ 16 時）
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新製品・新サービス

「e セールスマネージャー Remix Cloud」は、営業活動を「見
える化」・「効率化」することで、中小企業の持つ「営業担当者
の日々の業務が見えていない」、「資料作成、会議などに時開が
かかって残業がなくならない」、「売れる人は売れるが、売れな
い人は売れない」、「マネージャー・先輩のノウハウを、うまく
部下・後輩に伝えられない」、「御用聞き営業になっており、行
きやすいところにばかり訪問している」といった課題を解決し、
限られた人員・投資でも売れる仕組みをつくることが可能です。

■制度を利用した場合の導入コストイメージ
●導入例１

社員ヘスマホを貸与しており、より活用するためにすぐに導
入したいサービス業 A社の場合
資本金 :5,000万円、従業員数 :40名、営業担当者数 :8名
想定ユーザー数：営業担当者8名、営業部長1名、社長1名

［想定コスト］
名刺デジタル化ライセンス利用料、クラウド版ライセンス10
名分利用料（年額）
簡易導入パック5万円： 業種に合わせたテンプレートを基に
簡易コンサルティング、システム管理者向け説明会（1回）

◎導入費用 +年間ライセンス利用料計 :83万円
約27万円の補肋金が交付されるため、実質55万円で CRM/
SFAが導入可能

●導入例 2
営業担当者の年齢層は高めで、システム定着までしっかりサ
ポートしてほしい製造業 B社の場合
資本金：1億円、従業員数：115名、営業担当者数 :12名
想定ユーザー数：営業担当者12名、営業部長1名、取締役1名、
社長1名

［想定コスト］
名刺デジタル化ライセンス利用料、クラウド版ライセンス15
名分利用料（年額）、データインポート代行
導入コンサルティング :1.5ヶ月間の導入コンサルティング＋
定着フォロー3ヶ月、操作説明会（3回）

◎導入費用＋年間ライセンス利用料計 :249万円
約83万円の補助金が交付されるため、実質166万円で CRM/
SFAが導入可能

※上記は想定です。実際は企業様ごとに導入コストは異な
ります。※価格は全て税抜きです。

■ＩＴ導入補肋金とは
中小企業・小規模事業者等が IT ツールを導入する経費の一

部を補助することで、中小企業・小規模事業者等の生産性向上

を図ることを目的としています。URL：https://www.it-hojo.jp/

■ＩＴ導入補助金申込のご案内
交付申請期間：2017 年 3 月中旬～ 2017 年 6 月末
特設ページ : http://www.e-sales.jp/lp/it_subidy/
方法： 問合せフォームよりお問い合せ下さい。
問合せ先 : http://www.softbrain.co.jp/inquiy/
公 募 要 領 : https://www.it-hojo.jp/doc/pdf/application_quidelines.
pdf

■「eセールスマネージャー Remix Cloud」について
　ソフトブレーンが提供する国産ベンダー N0.1*1 営業支援シス
テム（CRM/SFA）「e セールスマネージャー RemixCloud」は、
集客から案件・顧客管理、アフターフォロー、分析まで情報を
一元化する戦略的営業支援システムです。業種、業界や規模を
問わず、それぞれの企業にあった業務プロセスを設計し、計測、
改善を繰り返しながらマネジメントを行う「プロセスマネジメ
ント」で利益に繋がる仕組みを作ります。絶えず変化するマー
ケットや組織の状況に合わせて柔軟に設定変更ができ、常に最
適な業務プロセスを設計することが可能です。
　また、スマートフォンやタブレット端末、携帯電話からのス
ケジュールや履歴の確認、活動報告を簡単に行うことができる
ため、入力・報告作業による業務ストレスを軽減し、現場のビ
ジネスパーソンにとっても業務の効率化を実現します。文字入
力に頼らない選択方式での入力で情報を数字化し、科学的なマ
ネジメントを実現します。
　導入前後のコンサルティングサービスも充実しており、4,000
社を超える導入実績に基づくノウハウの提供や教育、定着率
96％の専門チームによる支援などお客さまのニーズにあった
サービスを提供します。クラウド型、ホスティング型、オンプ
レミス型のいずれの環境を選ぶことができ、企業のニーズに合
わせた導入が可能です。URL：http://www.e-sales.jp/

■価格
クラウドの場合 : 1 ユーザーあたり月額 6,000 円～
オンプレミスの場合 : 1 ユーザーあたり 60,000 円～
※価格は全て税抜きです。
※記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標で
す。
＊ 1 IDC「国内 CRM アプリケーション市場シェア、2015 年」
より自社で推計

■お問い合わせ先
ソフトブレーン株式会社
URL：http://www.softbrain.co.jp/

ソフトブレーンの営業支援システム「ｅセールスマネージャー」が
経済産業省のサービス等生産性向上ＩＴ導入補助金対象ツールに認定
営業課題解決サービスを提供するソフトブレーン株式会社は、経済産業省が推進する「サービス等生産性向上 IT 導入支
援事業（通称 :IT 導入補肋金）」において IT 導入支援事業者に 2017 年 3 月 17 日付けで採択されました。この制度を活
用して営業支援システム（CRM/SFA）「e セールスマネージャー Remix Cloud」を導入した事業者は、最大 100 万円
の補肋を受けることができます。
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平成29年度定時総会（第63回）のご案内

1．日　時
　平成 29 年 6 月 7 日（水）　午後 3 時 30 分から

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

3．次　第
第 63 回定時総会
議案　（1）平成 28 年度事業報告

（2）平成 28 年度決算報告
平成 28 年度監査報告

（3）平成 29 年度事業計画
（4）平成 29 年度収支予算計画
（5）役員の選任
（6）その他

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

5．お願い
　総会の成立には、定款第 17 条により正会員の過半数
の出席（または委任状）が必要です。
総会にご出席いただけない場合は、5 月上旬にお送り
しました「第 63 回定時総会のご案内」に同封の「委任
状」にご署名、ご押印の上、5 月 24 日（水）迄にご返
送くださいますようお願いいたします。

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

7．会場案内図

　一般社団法人情報通信設備協会の第63回定時総会を下記のとおり開催いたしますので、会員の皆様の多数のご出席を
お願いいたします。

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

地方本部 月日 開会時間 会場 住所
関　東 5/24（水） 14:30 メルパルク東京 港区芝公園 2-5-20
信　越 5/22（月） 115:000 アートホテル新潟 新潟市中央区笹口 1-1
東　海 5/18（木） 15:00 中島屋グランドホテル 静岡市葵区紺屋町 3-10
北　陸 5/23（火） 17:00 ホテル日航金沢 金沢市本町 2-15-1
関　西 5/17（水） 15:00 中央電気倶楽部 2 階 215 号室 大阪市北区堂島浜 2-1-25
中　国 5/19（金） 115:000 メルパルク広島 広島市中区基町 6-36
四　国 6/2（金） 16:00 国際ホテル松山 松山市一番町 1-13
九　州 5/19（金） 16:00 タカクラホテル福岡 福岡市中央区渡辺通 2-7-21
東　北 5/17（水） 115:150 ハーネル仙台 仙台市青葉区本町 2-12-7
北海道 5/25（木） 14:00 ホテルノースシティ 札幌市中央区南 9 条西 1 丁目

平成29年度地方本部総会開催日程
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地方本部研修・セミナー　INFORMATION

関東

平成２９年度第 1 回定例講演会（協賛：情報通信月間推進協議会）

日程 平成29年5月30日(火)
参加費 無料

時間 13 時 30 分～ 16 時 30 分 ( 開場：13 時 )

会場
 メルパルク東京　４F　孔雀の間

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

申込み
方法

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

講演
内容

（1）「経営者に知って欲しい。『働き方改革』実行
の観点から働きやすい職場を実現する」
講師：三井住友海上経営サポートセンター
　　経営リスクアドバイザー　富永剛生　様

（2）「若年層社員が企業の生産性を低下させる！？」
～近年の若年層社員の傾向を再考し、自律型社員
を育成する～
講師：株式会社ＯＫＩプロサーブ
　　ヒューマンサポート事業部教育事業
　　担当部長　小田部  隆　様

問合
せ先

関東地方本部事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711
※詳細は関東地方本部ホームページ
  （http://kanto.itca.or.jp）をご覧ください。

東海

平成 29 年度情報通信月間参加行事セミナー（協賛：情報通信月間推進協議会）
日程 平成 29 年 6 月2日 定員 50 名
時間 13 時～ 17 時 受講料 無料

会場 ウィンクあいち1107 会議室
（名古屋市中村区 4 丁目4-38）

申込み
方法

東海地方本部よりご案内メールを発出しますので、
メール /FAX でお申し込み下さい。

研修
種別

「IoT/AI 技術の最前線とビジネスへの活用」を主
題に最新の動向についてｾﾐﾅｰを開催します。

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。

対象者 情報通信設備協会東海地方本部会員

地方本部 　イベント報告

関　西

日程 平成 29 年 4 月4日（火）～ 6日（木）　3日間
時間 新入社員研修　午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分

会場 大阪市北区堂島浜2-1-25　中央電気倶楽部　215号室

平成 29 年新入社員研修

　今年の新入社員研修には、会員企業様 6 社から29 名（男
性 23 名、女性 6 名）にご参加いただきました。

　まず栩谷本部長は開講の挨拶で①人間性の要素が大事、②
自分を高める努力をする、③よく学びよく楽しむ精神をもち続けて
人間的な社会人になってほしいと話された。

　次に川口常任幹事から、特別講話として『新入社員に望むこ
と』をテーマに社会人としての意識や行動についてプロジェクター
を使いながら判り易く話され、『学生の間はお金を払って授業を
受けたが、社会人は仕事をしてお金を貰う』と話された。

　今年のこの研修は、ここ数年来の工事担任者資格取得に絞
り込んだものから少し離れ、講師に工学博士で中小企業診断士
の島田尚往氏にお願いし、社会人としてのビジネスマナーやコン
プライアンスの保持について学ぶことはもとより、情報通信業界の
社員として電気通信に関する基礎から工担者資格の概要まで3
日間でグループ討議を重ねながら講義していただきました。

　3日目の最終講話として、吉本技術業務委員長から『自分自
身を売り込みなさい、今は先輩に食べさせていただいているが、
2 ～ 3 年先にはそのような一人前になれるよう、先輩に何度も質
問をして努力を積み重ねてください。』と話をいただきました。

　全ての研修の終了後、吉本技術業務委員長から受講代表
者に修了証が手渡され、その後他の受講者にも修了証が渡され
て閉講となりました。　　
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委員会・理事会等模様

平成28年度第3回業務委員会模様
１．日時　　　平成 29 年 2 月 17 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　今井秀昭業務委員長、髙瀬幸雄副委員長、
　　　　　　　恒川純次委員、吉本幸男委員、
　　　　　　　吉川正明委員、麓譲委員、阿部准定委員、
　　　　　　　加島章義委員、山内明専務理事
　　　　　　　（Web 会議参加：石田延章委員、
　　　　　　　田中優治委員、酒井康彦委員）
４．議題

（1）アライドテレシス㈱との協業検討について
（2）LAN 認定状況及び今後の取組み
（3）平成 29 年度　セミナー開催について
（4）光コラボ事業の取組み・検討状況
（5）オフィスリンク取組み状況
（6）関東取組み状況
（7）工担者問題対応状況
（8）その他

平成28年度第4回広報委員会模様
１．日時　　　平成 29 年 2 月 21 日（火）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　栩谷晴雄広報委員長、松山仁副委員長、
　　　　　　　山田恭郎委員、渡邊秀治委員、
　　　　　　　山内明専務理事
　　　　　　　（Web 会議参加：岸村智志委員）
４．議題

（1）平成 29 年度広報活動の取組みについて
（2）協会パンフレットの作成について
（3）セミナーの検討について
（4）「ITCA」発行状況

（5）本部ホームページ更新状況
（6）その他

平成28年度第3回教育委員会模様
１．日時　　　平成 29 年 2 月 24 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　長谷川浩正副委員長、塚本豊委員、
　　　　　　　河内康志委員、西部伸治委員、
　　　　　　　高木健委員、森山孝委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 28 年度研修実施状況について
（2）平成 29 年度本部研修会場候補について
（3）平成 29 年度研修計画、収支計画
（4）セミナーの検討について
（5）その他

平成28年度第3回総務財務委員会模様
１．日時　　　平成 29 年 3 月 3 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　井上新一総務財務委員長、

業務委員会メンバー

教育委員会メンバー

広報委員会メンバー
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　　　　　　　阿部准定副委員長、
　　　　　　　今井秀昭委員、高橋正和委員、
　　　　　　　栩谷晴雄委員、山内明専務理事
　　　　　　　（Web 会議参加：関東範一委員）
４．議題

（1）通常会員の入退会について
（2）平成 29 年度会員拡大について
（3）規定類の検討・見直しについて
（4）平成 29 年度本部会費について
（5）平成 28 年度決算見込み
（6）平成 29 年度事業計画（案）
（7）平成 29 年度収支予算（案）
（8）商標登録について
（9）Web 会議利用状況について
（10）その他

平成28年度第2回委員長会議模様
１．日時　　　平成 29 年 3 月 8 日（水）
　　　　　　　14 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　大木一夫会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　井上新一副理事長・総務財務委員長、
　　　　　　　栩谷晴雄福理事長・広報委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　今井秀昭業務委員長、山内明専務理事
４．議題

（1）平成 28 年度第 4 回理事会議題審議
（2）その他

平成28年度第4回理事会模様
１．日時　　　平成 29 年 3 月 15 日（水）　
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　U-AXIS ビル 2F
　　　　　　　（Web 会議接続：各地方本部事務局 9

対地）
３．出席者　　大木一夫会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長、井上新一副理事長、
　　　　　　　山内明専務理事、
　　　　　　　今井秀昭理事、長谷川浩正理事、
　　　　　　　松山　仁理事、藤田義明理事、
　　　　　　　嶋田泰嗣理事、吉本幸男理事、
　　　　　　　江角　優理事、山本　健理事、
　　　　　　　阿部准定理事、竹内　聰理事、
　　　　　　　渡辺敏郎理事、平塚富美男監事
４．大木会長挨拶要旨

会長の大木でございます。本日、年度末が迫ってき
たところですが、皆さんお忙しい中お集まり頂きまし
て誠にありがとうございます。28 年度も終わるという
事でちょっと振り返ると今年度何と言いましても財務
基盤をしっかりしたものにするんだというのが大きな
テーマだったと思う次第です。

地方本部の皆さんには本当に厳しい状況の中、更な
る経費削減に向けて取り組んで頂きました。また、各
委員会の皆さんには今日の Web 会議を活用するとか、
あるいは研修についてもかなり大幅な見直しを頂きま
した。機関誌も 1 本化をする等々中で、ホームページ
も充実しながらという様々な取組みを頂きました。後
ほど説明があるかと思いますけれども、その大きな成
果としまして今年度決算見通しは、本当に何年ぶりか
になるかと思いますが、黒字で収まりそうなところに
参っているところです。重ねて厚く御礼を申し上げた
いと思います。

他にも色々取り上げたいところではありますが、こ
れらを受けて 29 年度について 3 点ほどお話をさせて頂
きたいと思います。本日の大きなテーマが来年度の事
業計画というテーマであります。一つ目はただ今 28 年
度黒字になったという話をしましたが、来年度の予算、
各地方本部さんから苦労して出して頂きましたが、結
果といたしましては実は今約 500 万円の赤字見通しで
す。28 年度で地盤が出来ればと思ったんですが、残念
ながらそうは言えない状況ということです。当然、実
行する中で、また皆さんのご協力で経費の削減、効率
的な使い方という事にご努力頂きますが、やはりこの
数年先まで見通しますと、とても今のままで良いとは
言えない状況ではないかと思います。各地方本部の状

総務財務委員会メンバー

委員長会議メンバー
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況を見ましても、もうここ１、２年で正味財産がマイ
ナスになるというギリギリのところにあると言わざる
を得ないと思います。今まで以上に危機感を持って、
かなり抜本的な見直しが 29 年度必要ではないかと、合
わせて当然ではありますけれども引き続き、新しい会
員の皆さんを、是非、強力にお誘いをして参加頂く。
という取組みを進めていく必要があるだろうと思ます
し、理事の皆さんには、しっかりとした基盤作りに向
けてお知恵をお願いしたいと思います。

二つ目は、とは言いながら縮こまってばかりいられ
ないわけでありまして、次に向けての手立てとしては
やはり他企業との協業を更に強化をする、魅力ある協
会作りの一環としてコラボレーションスタイルという
ものを更に進めて行ければと思います。すでにオフィ
スリンクについては関東地方本部等を中心にかなり伸
びてきていますが、これを更に強化をしていく。ある
いは昨年大変なご努力頂いた NTT 東西、ティーガイ
アとの光コラボレーションモデル、「ITCA 光」をス
タートしたところです。これを活用して新たなビジネ
スの拡大に使って頂ければと思います。もう一つ嬉し
い話といたしまして今日また説明があるかと思います
が、アライドテレシスとの協業モデルを作れそうだと
いう状況にありますので、是非、新年度に拡大に向け
て取り組んで頂ければと思ます。

三つ目の大きな柱は、今年に入ってから動き出しま
した国交省が、建設業法の見直しということで電気通
信分野に技術検定試験による主任技術者、管理技術者
資格を与えるという制度を入れる動きがあります。従
来からありました工事担任者の地位向上を国交省と議
論をして頂きたいという事で、改めて総務省への要望
書と、今回初めて、建設省にさる 9 日の日に、要望書
を提出したところです。長年の課題でありますし一筋
縄ではいかないとは思いますが、新試験制度に少しで
も反映できないか、あるいは従来からの電気工事士と
同様な認知を頂けないかという頭出しをここでしたと
いう事です。必ずしも全て拒絶ではなくて更なる取り
組みによって道が開けるのではないかという、一筋の
光が見えたというところでありますので、情報通信エ
ンジニアリング協会、日本データ通信協会、３協会で
力を合わせた取組みを進めて是非実現出来ればと思っ
ているところです。いずれにしましてもこの厳しさを
乗り越え、共に新しい魅力というものを作りながらま
た新しい会員を増やしていくことが出来ればと思って
おりますので、是非、理事の皆さんの引き続きのお知
恵とそれからご協力をお願い申し上げたいと思います。
以上でございます。　

5．大輪理事長挨拶要旨
大輪でございます。今日は、東京は大変寒うござい

まして、先程、北海道の渡辺さんと一緒にここを歩い
て来ますと「東京は北海道より寒いですね」という意
見がありました。その通りでありまして、今日は特別
ちょっと冷え込んでおります。そんなお忙しい中、お
集まり頂きまして本当にありがとうございました。ま
た、会長からは今、有意義なお話を非常にためになる
お話でございまして、ありがとうございました。ちょっ
と重複しますけれども、協会というのは 10 本の地方本
部で支えあって本部がある。ということで本部の会費
というものがある訳でございます。この歯車が一つ欠
けても全員に今度その負担が波及する為に全体に影響
を及ぼすという、つまり会費を納めて頂いている会員
に対して多大なるご迷惑をおかけする事態が発生する
ということがあると思います。その為には、今後の継
続的な財務基盤の確立に向けて本当に理事の皆様全員
一致してですね、頑張って頂きたいというふうにお願
いしておきます。
6．議事内容

（審議模様）
（1）アライドテレシス㈱との協業検討について
　今井業務委員長は、資料－ 1「アライドテレシス㈱
との協業検討」について、その概要を説明し、山内
専務理事より、内容ついて具体的な説明を行い、異
議なく議決した。

（2）LAN 認定状況と平成 29 年度の取組みについて
　今井業務委員長は、資料－ 2「LAN 認定状況と平
成 29 年度の取組み」について説明し、異議なく議決
した。

（3）平成 29 年度　セミナー開催について
　今井業務委員長は、資料－3「平成29年度　セミナー
開催」について説明し、異議なく議決した。

（4）平成 28 年度研修実施状況及び平成 29 年度研修
計画
　藤田教育委員長は、資料－ 4「平成 28 年度研修実
施状況及び平成 29 年度研修計画」について、その概
要を説明し、山内専務理事より、内容ついて具体的
な説明を行い、異議なく議決した。

（5）平成 29 年度広報活動の取組みについて
　栩谷広報委員長は、資料－ 5「平成 29 年度広報活
動の取組み」について、その概要を説明し、山内専
務理事より、内容ついて具体的な説明を行い、異議
なく議決した。

（6）協会パンフレットの作成について
　栩谷広報委員長は、資料－ 6「協会パンフレットの
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作成」について説明し、異議なく議決した。　
（7）通常会員の入退会について
　井上総務財務委員長は、資料－ 7「通常会員の入退
会」について、その概要を説明し、山内専務理事より、
内容ついて具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（8）平成 29 年度会員拡大について
　井上総務財務委員長は、資料－ 8「平成 29 年度会
員拡大」について、その概要を説明し、山内専務理
事より、内容ついて具体的な説明を行い、異議なく
議決した。　

（9）規程類の検討・見直しについて
　井上総務財務委員長は、資料－ 9「規程類の検討・
見直し」について、その概要を説明し、山内専務理
事より、内容ついて具体的な説明を行い、異議なく
議決した。

（10）平成 29 年度本部会費について
　井上総務財務委員長は、資料－ 10「平成 29 年度本
部会費」について、その概要を説明し、山内専務理
事より、内容ついて具体的な説明を行い、議決した。

（11）平成 29 年度事業計画案及び予算案
　井上総務財務委員長は、資料－ 11（1）「平成 28 年
度決算見込み」、（2）「平成 29 年度事業計画（案）」、（3）

「平成 29 年度収支予算（案）」についてその概要を
説明し、山内専務理事より、28 年度見込みでは、経
常収益 164,710,541 円、経常費用 162,129,584 円、当期
一般正味財産増減額は 1,870,615 円で、正味財産期末
残高は 105,829,840 円となる見込みであり、当初予算
と比較すると、経常収益－ 1,963,151 円、経常費用－
5,553,610 円、一般正味財産増減額 +3,607,417 円とここ
近年では久し振りの黒字化を達成できる予定である
旨の補足説明を行い、また、平成 29 年度事業計画（案）
では、研修関係の事業計画の追加記載について補足
説明を行い、その後、平成 29 年度予算では、経常収
益 154,749,498 円、経常費用 159,091,245 円、当期一般
正味財産増減額は－5,070,167 円で、正味財産期末残
高は 100,759,673 円となる見込みであり、28 年度見込
みと比較すると、経常収益－9,961,043 円、経常費用－
3,038,339 円、一般正味財産増減額－5,070,167 円と東海
の展示会収支差の減、受取会費の減が大きく、28 年
度見込みから一転赤字となる見込みであること、公
益目的事業実施会計では、平成 31 年度末の計画終了
に向けては 29 年度予算ベースで 1.9 年と概ね予定通
りである旨を説明し、異議なく議決した。
　（報告事項）

（12）光コラボ事業の取組み・検討状況
　山内専務理事は、資料－ 12「光コラボ事業の取組み・

検討状況」を説明し、承認された。
（13）オフィスリンク取組み状況
　花園事務局長は、資料－ 13「オフィスリンク取組
み状況」に基づき、2 月末の状況を説明し、承認された。

（14）関東地方本部取組み状況
　花園事務局長は、資料－ 14「関東地方本部取組み
状況」を説明し、承認された。

（15）ITCA 発行状況
　山内専務理事は、資料－ 15「ITCA 発行状況」に
基づき、「ITCA」の 28 年度発行状況について説明し、
承認された。

（16）本部ホームページ更新状況
　花園事務局長は、資料－ 15「本部ホームページ更
新状況」に基づき、前回の理事会報告以降の、
平成 28 年 11 月 17 日～ 3 月 15 日迄の更新内容等を
説明し、承認された。

（17）商標登録について
　山内専務理事は、資料－ 17「商標登録について」
を説明し、承認された。

（18）Web 会議の利用状況
　山内専務理事は、資料－ 18「Web 会議の利用状況」
に基づき、今年度実施した Web 会議の想定費用対効
果について説明し、承認された。

（19）工担者問題対応状況
　山内専務理事は、資料－ 19「工担者問題対応状況」
に基づき、昨年 11 月理事会以降の国交省の検討会に
対する総務省への要望書提出、総務省対応、国交省
への要望書提出等の経緯を説明し、承認された。

（20）その他
　山内専務理事は、資料－ 20「その他（1）平成 28
年度政治連盟決算書、（2）部外団体加入・役員等就
任状況、（3）議事録ローテーションと総会担務、（4）
会議日程」を説明し、承認された。

理事会メンバー



27

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4月30日現在で102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 神奈川協立情報通信㈱ 関東 045-228-1700
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

認定番号 会員名 所属 電話番号
0062 電通システム㈱ 関東 027-361-3211
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
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
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新会員（平成29年3月1日~平成29年4月20日）

■通常会員

◎　会社名　　株式会社アサシン（平成29年3月1日入会）
　　所在地　　茨城県ひたちなか市　
　　代表者　　佐川　正夫　　
　　TEL　　　029-273-7811
　　事業内容　システム受託販売、通信機器及び設備工事、ハー

ド及びソフト販売
　　URL　 　  http://www.assign.co.jp

◎　会社名　　株式会社 OFFICE-Y（平成29年3月1日入会）
　　所在地　　群馬県太田市　
　　代表者　　山下　明治　　
　　TEL　　　0276-60-5891
　　事業内容　 情報通信機器販売・施工、電気設備工事、空調設

備工事、放送設備工事等、防犯設備販売施工
　　URL　 　  http://www.office-y-gunma.com

◎　会社名　　神奈川協立情報通信株式会社
　　　　　　　（平成29年3月1日入会）　　
　　所在地　　神奈川県横浜市　
　　代表者　　久野　武男　　
　　TEL　　　045-228-1700
　　事業内容　 電情報通信インフラのコンサルティング・設計・

構築・保守・運用サービス、電気通信工事業

◎　会社名　　有限会社 TSS（平成29年3月15日入会）
　　所在地　　神奈川県座間市　
　　代表者　　鏑木　誠一　　
　　TEL　　　046-251-0814
　　事業内容　移動体無線閉空間対策工事、通信工事（LAN・

インターフォン・防犯カメラ）
　　URL　 　  http://www.tts-1.com

◎　会社名　　北興通信株式会社（平成29年3月15日入会）
　　所在地　　北海道函館市　
　　代表者　　池田　好孝　　
　　TEL　　　0138-44-7878
　　事業内容　消防用設備・用品、通信設備、電気設備、教育機

器等の工事・保守点検・修理全般
　　URL　 　  http://www.hokko.jp

◎　会社名　　株式会社エスケイ電業（平成29年3月15日入会）
　　所在地　　香川県高松市　
　　代表者　　佐藤　佳生　　
　　TEL　　　087-848-1579
　　事業内容　電気工事業・電気通信工事業
　　URL　 　  http://www.skdengyo.co.jp

◎　会社名　　株式会社シモカワ通信（平成29年4月7日入会）
　　所在地　　福岡県飯塚市　
　　代表者　　下川　康弘　　
　　TEL　　　0948-25-7676
　　事業内容　通信機器・防犯機器販売・設置工事・保守。
　　　　　　　携帯電話基地局・置局交渉・設計・関連工事等
　　URL　 　  http://www.simokawa.co.jp

◎　会社名　　新潟情報通信企業組合
　　　　　　　（平成29年4月19日入会）　　
　　所在地　　新潟県新潟市　
　　代表者　　成田　研一　　
　　TEL　　　025-378-0821
　　事業内容　 設備等の販売、設置、保守、運用および各種団体

業務受託



最新機器を直接体験できる	  
本社ショールーム	  

セキュリティ等	  
各種セミナーを	  
無料料開講！	  
（お取引中の販売店様限定）	  

【横浜営業所】	  
【北北関東営業所】	  
【札幌営業所】	  

045-‐‑‒333-‐‑‒7211	  
048-‐‑‒645-‐‑‒1431	  
011-‐‑‒611-‐‑‒1711	  03-‐‑‒3271-‐‑‒5151	   03-‐‑‒3271-‐‑‒7000	  

【本社】〒104-‐‑‒0031	  東京都中央区⽇日本橋	  2-‐‑‒2-‐‑‒1	  
京橋エドグラン	  2701-‐‑‒4	  

取扱製品・ソリューションに関する最新情報は…	  http://www.idknet.co.jp	  

映像・⾳音声コミュニケーション機器、ネットワーク機器・	  
ネットワーク部材、セキュリティに関するご相談はぜひ⽯石渡電気へ！	  

WEBサイトでは	  
各種キャンペーン	  
新製品情報など	  
毎⽇日更更新中！	  
（http://www.idknet.co.jp）	  

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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行楽シーズンはお弁当を手作りして
外出される方もいらっしゃると思います
が、気温の上昇で食べ物が傷みやす
くなるのが気になります。そこで活躍す
るのが「お弁当抗菌シート」です。この
抗菌シートは、ワサビやカラシに含まれ
るアリルカラシ油という揮発成分の強
力な抗菌力を活かして食品に菌が付
くのを防いでくれます。自然とのコラボ
で生まれた製品は、生活の色々な場
面で活躍してくれます。
今号の特集では、アライドテレシス㈱
様と協会のコラボをご案内させて頂
いております。会員企業様へLAN工
事等の新たなビジネスチャンスをご案
内させて頂いておりますので、参加資
格等をご覧になり多くの会員様に参
加して頂きたいと思います。

（編集委員）
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銀座 中央小学校中央小学校
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京葉線京葉線

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


