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本特集の「サイバーセキュリティ月間
ポスター」に「アナタの心のスキを突くア
ナログハックを知っていますか？」とコ
ピーがあります。この「アナログハック」と
は、タイアップしているアニメ
「BEATLESS」のストーリーでは「考え
るよりも早く、視覚をはじめとする五感に
より感情が動いてしまうという意識のセ
キュリティホールを狙い、人間の“アナロ
グ的な意識”をハッキングすることをア
ナログハックという」としています。アナ
ログハックそのものは善でも悪でもあり
ませんが、悪意を持って利用するとそ
れは攻撃の手段になります。本特集を
ご覧いただき、サイバーセキュリティ対
策をして心のセキュリティホールを攻撃
されないように気をつけてください。
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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。

ITCA 憲章

FRONT VOICE　音の報せる力を研く
　TOA株式会社　営業統括本部　首都圏営業部長　早川 宏 …………………………………………………1
地方本部だより　ひろしまフラワーフェスティバル～広島と世界を結ぶ平和の花の祭典～
　一般社団法人情報通信設備協会　中国地方本部　事務局長　渡辺 博明 …………………………………2
業界ニュース（2017年12月 ~2018年1月） …………………………………………………………………4
特集
　サイバーセキュリティ～インターネットの悪用による被害に遭わないために～…………………………8
業界特集　
　無線 LANは11axが主流に　光並み20ギガ Wi-Fiも …………………………………………………… 12
新製品・新サービス
　ダイヘンが絶縁形の LAN用 SPDを販売開始 …………………………………………………………… 14
平成30年度電気通信主任技術者試験のご案内 ……………………………………………………………… 16
協会推奨書籍の斡旋について …………………………………………………………………………………… 18
2018年 IT業界主要イベントカレンダー …………………………………………………………………… 19
地方本部 イベント報告 ………………………………………………………………………………………… 20
地方本部研修・セミナー　INFORMATION ………………………………………………………………… 22

「情報セキュリティハンドブック」電子書籍の無料配信ご案内 …………………………………………… 23
平成29年度「情報通信エンジニア優良団体表彰」を会員企業4社が受賞 ………………………………… 24
ITCA事業施策状況一覧 ………………………………………………………………………………………… 26
新会員 ……………………………………………………………………………………………………………… 27

目　次

ITCAvol44h2-3.indd   1 2018/03/01   9:59



1

FRONT VOICE

TOA株式会社
営業統括本部　首都圏営業部長　早川  宏

音の報せる力を研く

早春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこ

ととお慶び申し上げます。

　

TOA は 1934 年の創業以来、音の専門メーカーと

して、一貫して「音」と向き合い続けて来ました。

音には、多くの人に、同時に同じ情報を伝える

力があります。そのため、危険を報
しら

せる警報として、

古くから広く活用されています。当社は、こうした「音

の報
しら

せる力」を、拡声器、放送設備という形で社会

にご提供し続けて来ました。

火災時の避難誘導を担う非常用放送設備を日本で

初めて開発して以来、近年では、地震や津波などの

災害時に、音の警報を自治体全域に報せる高性能ス

ピーカーの性能を実際にお客様の耳で体験頂くため

の鳴動試験を、約 300 自治体以上で実施し、減災・

防災分野でも社会の「安全・安心」に貢献しています。

こうして蓄積した経験とノウハウは、TOA の大きな

強みです。

また全ての人に明瞭な音を届けるという使命の元、

高齢化社会への対応として、加齢とともに低下する

聴力に着目し、高齢者にとっても聞き取りやすい音

を提供する明瞭化技術を投入した「高齢者向けスピー

カー」にも取り組んでいます。

この明瞭化技術は、日本語以外にも活用でき、昨

今のインバウンド需要に対応した「多言語放送サー

ビス」や小学生を対象とした英語教育、外国語のヒ

アリング試験などにも展開を期待しています。

また当社では音だけではなく、防犯カメラをなど

の映像分野でも、みなさまの「安全・安心」に貢献

して来ました。これまで培ってきた音と映像の技術

を活かし、製品とサービスを柔軟に組み合わせた商

品としてタウンレコーダー「遠隔見守りサービス」

があります。タウンレコーダーとは、カメラと録画

機能を屋外用カメラハウジング内に一体化した商品

で、電源さえあれば録画ができる商品です。「遠隔見

守りサービス」はこのタウンレコーダーに内蔵され

ている LTE モジュールを活用して、お手持ちのパソ

コンやスマートフォンで簡単に遠隔地の映像や動作

状態が確認できるサービスです。

また、お客様の端末に接続したマイクから遠隔地

のカメラに音声放送をすることができます。

　このようにネットワークを活用したソリューショ

ンとして、従来のアナログ配線を使用せず、必要な

場所から必要な場所に多元放送が可能になるネット

ワーク PA システムや、校内 LAN を利用して双方向

コミュニケーションを実現したインターカムシステ

ムなど新しい分野の商品にも取り組んでおります。

人々が笑顔になれる社会をつくるため、これから

も TOA は、「音の報せる力」を研き続けます。そう

することで、専門メーカーならではの価値をお客さ

まにご提供できる、「社会にとってかけがえのない存

在」であり続けたいと思っています。

　最後になりましたが、本会の益々のご隆盛と会員

の皆様の事業の益々のご繁栄とご健勝をご祈念いた

します。
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地方本部だより

■祭りのテーマ

・広島を花と緑と音楽のあふれる都市にしよう

・平和に生きることのすばらしさと尊さを、参加

者みんなで分かち合おう

・広島から世界へ、豊かな生活文化と、温かい人

間関係の交流を呼びかけよう

　また、毎年市民から公募した年毎のテーマを上

げています。

2018 年のテーマは「世界へとどけ　花と平和の

メッセージ」です。

　　

■概　要

1975 年に、平和大通りにて広島東洋カープのセン

トラル・リーグ優勝パレードが行われ、当時として

は驚異的な 30 万人を動員。これに後押しされ、既

に平和大通り一帯を会場にした新しい祭りの構想を

練っていた中国新聞社が中心となり商工会や市側と

折衝を重ね、1977 年に初開催。3 日間で計 125 万人

を集めて大成功を収めました。

開催当初よりミスフラワーを 3 人選び、祭りに花

を添えています。1991 年以降より、ミス・コンテス

ト批判の高まりによりフラワークイーンに名称を改

めています。

新聞などでは FF と略されて、地元民はフラワー

と略すこともあります。

また、広島電鉄の路面電車によるラッピング車両

が広島市内を走ります。

主催団体の 1 つである中国新聞紙面上でも特集記

事が組まれ、他紙が 5 月 6 日を新聞休刊日にしてい

る場合も、新聞を発行しています。

■祭りの内容

祭りのメインは、開催当初から 5 月 3 日の花車（祭

りの当初は山車と呼ばれていました）と市民の行進

である「総合パレード」と、2002 年より行われてい

る 5 月 5 日の「きんさい YOSAKOI」が主な行事に

なります。

3 日の 11 時に、花の塔に点火して祭りが開始。平

和大通り沿いに多くのステージが設置され、主催者

が呼ぶスペシャルゲスト以外にも、多くの有名人が

ステージに立っています。また、パレードのない時

間帯には平和大通りは歩行者天国になります。

「ひろしまフラワーフェスティバル」は、広島県広島市平和大通り及び平和記念公園周辺をメイン会場に、毎年5

月3日から5日まで開催されるお祭りです。動員数は毎年160万人を越え、「博多どんたく」などと並び、ゴー

ルデンウィーク中の日本の祭りの中で最大級の動員数で、町が花と踊りで賑わいます。今年のゴールデンウィー

クは、「ひろしまフラワーフェスティバル」を楽しみにいらしてみませんか。

ひろしまフラワーフェスティバル
～広島と世界を結ぶ平和の花の祭典～

一般社団法人 情報通信設備協会 中国地方本部
事務局長　渡辺　博明
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・5 月 3 日：総合パレード、ステージ・ひろば展開

・5 月 4 日：ステージ・ひろば展開（パレードも行

われていた年もあった）

・5 月 5 日：きんさい YOSAKOI パレード・ステー

ジ（2002 年より）、ステージ・ひろば

展開

　　　　　　※過去にはこどもの日パレード（2001

年まで）などもありました。

■祭りの見どころ

フラワーフェスティバルで見逃せないのが、5 月 3

日に行われる「花の総合パレード」です。

平和記念公園に作られた花の塔に、平和の炎がと

もされる午前 11 時にスタート。

デコレーションされたパレードカーや、華やかな

踊りなどで平和大通りを賑やかに行進。

例年パレードには一万人近い方が参加し、観客も

巻き込んで大変盛り上がります。

■ひろしまフラワーフェスティバル模様

写真提供：（公益財団法人）広島観光コンベンションビューロー

原爆ドームと川に浮かぶ折り鶴

広島平和記念公園の巨大折り鶴

カーネーションステージで「きんさい YOSAKOI」

「きんさい YOSAKOI」パレード

パレードで広島東洋カープ選手と子供たち

祭りに花を添えるフラワークイーン（３名）
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業界ニュース　12月 

IDCJapan ㈱は、日本国内における働き方改革 ICT 市場を調査し、2016 年の市場規模（支出額ベース）の分析と 2017
年～ 2021 年の市場予測を発表した。IDC ではハードウェア、ソフトウェア、IT サービス／ビジネスサービス、通信
サービスに分類される ICT の市場規模を予測し、働き方改革の主目的である長時間労働の短縮、労働生産性の向上、
柔軟な働き方といった取り組みをサポートする ICT 市場の規模を積み上げ、働き方改革 ICT 市場として算出した結果、
2016 年に 1 兆 8,210 億円に達した。2018 年以降は、労働生産性の向上や柔軟な働き方を実現する取り組みが洗練され、
テレワークの環境整備に向けた業務ツールのクラウド化やモバイル機器利用の拡張の伴うセキュリティ対策の強化、モ
ビリティ機器管理ツールの導入などが進むとみている。生産性の向上を本格的に追求する企業はさらに進んで、業務の
棚卸を実施し、棚卸に基づいて業務効率化ツールを導入し、既存システムとのインテグレーション需要も拡大すると予
測される。2016 年～ 2021 年の年間平均成長率は 7.9％、2021 年の市場規模は 2 兆 6,622 億円に達すると予測している。
（URL: https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20171207Apr.html ）

ＩＤＣＪａｐａｎが国内働き方改革ＩＣＴ市場を発表

ハイテクインター㈱は、ギガビット対応の PoE インジェクタ「Maxiipower 
Vi2202」を 2017 年 12 月 1 日に販売開始した。本製品は、最大 60 W まで出
力可能な PoE インジェクタである。LAN ケーブルを使用して最大 100m ま
で 30W のカメラ 2 台または 60W のカメラ 1 台に給電が可能である。別売の
MaxiiCopper Vi2301A、Vi2401A などの PoE 延長装置と組み合わせて使うこ
とで、最大 900m の PoE 延長が可能になる。　標準価格　40,000 円（税別）
／台　お問い合わせ先：ハイテクインター㈱　TEL:03-5334-5260
（URL: https://hytec.co.jp/prod/5055.html ）

ハイテクインターがＰｏＥ＋＋対応ＰｏＥインジェクタ「ＭａｘｉｉＰｏｗｅｒ Ｖｉ２２０２」の販売開始

PoEインジェクタ「Maxiipower Vi2202」

㈱日立情報通信エンジニアリングは、通話内容をテキスト化する音声認識システム「Recware/SA（レックウェアー
エス・エー）」を多言語対応し、2017 年 12 月 15 日から販売開始した。本製品は、英語対応オペレーターの業務効率化
支援として、通話内容をリアルタイムでテキスト化する。英語が多少聞き取れないときでもテキストを確認しながら応
対することができる。さらに、応対中の回答補助として関連する FAQ や詳細説明へのリンクを自動表示するので、ポッ
プアップ画面を見ながら応対ができ、担当経験の浅い方でも上級者と同等の回答品質や保留時間の短縮につながり、応
対品質向上やアフターワークの効率向上を支援する。また、一般的な辞書にない商品名称や専門用語などは、テキス
ト形式で容易にユーザー辞書に登録することができ、認識精度を上げる事ができる。多言語対応　音声認識システム

「Recware/SA」価格（税別）：（構成例）20 席（7 ライセンス）・580 万円　お問い合わせ先：㈱日立情報通信エンジニア
リング　営業統括本部　製品営業部　TEL:050-3163-1755
（URL: http://www.hitachi-ite.co.jp/news/2017/20171212.html ）

日立情報通信エンジニアリングが多言語対応　音声認識システム「Ｒｅｃｗａｒｅ／ＳＡ」を販売開始

NEC ネッツエスアイ㈱は、Altia Systems Inc. が開発した、180 度のパノラマ映像を高画質で撮影できる USB カ
メラ「PanaCast2」を 2017 年 12 月 15 日より販売開始した。本製品は、内蔵された 3 つのセンサーの映像をつなぎ
合わせる独自技術を用いて、画角 180 度のパノラマ映像を両端が歪む
ことなく高解像度で撮影することができる。ウェブ会議において参加
者ひとりひとりの表情を隅々までクリアに映し出すことで、遠隔地と
のコミュニケーションを活性化する。また、NEC ネッツエスアイ㈱が
提供している共創ワークソリューション Zoom や Offi  ce365/Skype for 
Business など、さまざまなサービスで利用できる。　価格（税抜）：1
台　19 万 3 千円（カメラ本体、USB ケーブル、テーブルスタンド等含む）
　お問い合わせ先：NEC ネッツエスアイ㈱　エンパワードオフィス事
業統括本部　TEL:03-6699-7502
（URL: http://www.nesic.co.jp/news/2017/20171215.html ）

ＮＥＣネッツエスアイが１台で１８０度のパノラマ映像を高画質で撮影できるＵＳＢカメラを発売

PanaCast2
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㈱日立インフォメーションアカデミーは、書籍や研修などを通して得た知識を主体的にスキルとして定着させる e ラーニン
グのシリーズ「スキル定着化支援シリーズ」を開発し、2017 年 12 月 18 日から受講申し込みの受付を開始した。本支援シリー
ズは、学習者の「知識（わかる）」を「スキル（できる）」にレベルアップさせる学習経験の機会を拡大し、さらなる主体的、
継続的な学習や「実践力（使える）」の養成に向けたプロセスを支援する e ラーニング教材である。 コース名：① Java プログ
ラミング 1（前編） ② Java プログラミング 1（後編） ③相手を納得させる論理構成力を磨く ④ビジュアルデザイン　価格（税
別）：10,000 円 各コース　受講期間：開講日から 90 日間　お問い合わせ先：㈱日立インフォメーションアカデミー　企画部　
TEL:03-5471-3819
（URL: https://www.hitachi-ia.co.jp/company/news/2017/news20171218.html ）

日立インフォメーションアカデミーが知識をスキルに変える学習経験の機会を拡大し、働く人のたゆま
ぬ成長を支援するｅラーニングのシリーズ「スキル定着化支援シリーズ」を提供開始

日本電気㈱、㈱日立製作所、富士通㈱は、実践的なスキル・ノウハウを持つセキュリティ技術者の育成を目的とし
て、サイバー攻撃に対する防御などの訓練を行うなめの演習基盤システムを含む教育プログラムの確立を視野に入れ
た「サイバーセキュリティ人材育成スキーム策定共同プロジェクト」を発足し、2017 年 12 月 14 日より活動を開始した。
本プロジェクトは、IT セキュリティベンダーの豊富な知見を集結し、サイバー攻撃に対処するセキュリティ技術者の
能力向上、および人材不足の改善を目指して取り組む。具体的には、セキュリティ人材モデルの定義や人材育成シラ
バスの作成を行うとともに、サイバーレンジと連携するインターフェイスの共通化や演習の運用方法などを策定する。
これにより、3 社は本プロジェクトの成果を用いた教育プログラムを確立し、実践的なスキル・ノウハウを持つセキュ
リティ技術者の育成を強化する。
（URL: http://jpn.nec.com/press/201712/20171214_01.html ）

ＮＥＣ・日立・富士通が「サイバーセキュリティ人材育成スキーム策定共同プロジェクト」を開始

㈱ NTT ドコモは、「あなたの生活を “ ちょっと ” 豊かに、便利に、楽しく。」をコンセプトに、ライフスタイルに沿っ
た形でお客様に商品を提案するショッピングサイト「Favo Square（ファボスクエア）」を 2017 年 12 月 14 日より提
供開始した。取り扱う商品は、ドコモが持っている多くのパートナー企業とのコネクションや海外拠点からの最新の
情報などを活用し、機能・デザインを兼ね備えたスマートフォン周辺機器を世界中から調達する。将来的にはグルー
プ会社連携による新しいデバイスの提供や、端末メーカー各社とのコラボレーション商品の展開も考えている。また、
㈱メディアクリエイトコミュニケーションズと提携し、お客様に安心して購入・使用していただけるように、購入前
に商品をトライアルできる、おためしサービス「Smart Try」と、スタッフがご自宅に訪問して商品の設定のお手伝
いをするサービス、「スマートコンシェル」を用意した。
（URL: https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/onlineshop/favosquare/ ）

ＮＴＴドコモが世界中の魅力的な商品をお届けする「Ｆａｖｏ　Ｓｑｕａｒｅ」を提供開始

富士通グループは、個人向けパソコン「FMV シリーズ」の新製品として、デスクトップパソコン「ESPRIMO（エ
スプリモ）FH シリーズ」2 機種を 2018 年 1 月 18 日より販売開始した。本製品は、声やチャットによるパソコン内
のコンテンツ再生や、家電製品操作など、パソコンを通じて毎日の暮らしを便利にサポートする「ふくまろ」を搭載
している。製品特長は、大画面 27 型液晶と高音質スピーカー搭載のプレミアムパソコン「ESPRIMO FH90/B3」と、
デザインの美しさにこだわった「ESPRIMO FH52/B3」 「ふくまろ」は、暮らしと笑顔をアシスタントする新しい家
族をコンセプトに、富士通クライアントコンピューティング㈱独自の音声解析技術によって、音声会話やチャットで
の会話に対応する AI アシスタントである。「ふくまろ」機能：①コンテンツ再生　②アシスタント　③家なかチェッ
ク　④家電コントロール　価格：オープン価格　お問い合わせ先：TEL:0120-959-242（9:00 ～ 19:00）
（URL: http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/12/26.html ）

富士通グループがＡＩアシスタント機能を搭載した個人向けデスクトップパソコン「ＥＳＰＲＩＭＯ ＦＨシリー
ズ」２機種を新発売

FH90/B3　　　　　　　　　　　　FH52/B3　　　　　　　　　　　　　ふくまろ
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業界ニュース　1月 

IDCJapan ㈱は、「2017 年国内コネクテッドビークル市場　個人／事業者ユーザー調査」の調査結果を発表した。
本調査から、国内の個人ユーザーにおいては、コネクテッドビークルの購入／利用について、「興味がある」「興味は
ないが、メリット次第では購入／利用を検討する」個人ユーザーが合わせて 49.0％いることが分かりました。運転頻
度別にみると「興味がある」「興味はないが、メリット次第では購入／利用を検討する」個人ユーザーは、「ほぼ毎日
運転する」層で 46.7％ですが、「月に数回運転する」層では 57.3％だった。運転上の安全性や移動の効率性などのメリッ
トを提供できるコネクテッドビークルのサービスは、運転頻度が低く運転スキルに自信がない層に高い訴求力を有す
ると考えられる。他方、コネクテッドビークルの購入／利用上の阻害要因として、車両価格への関連コストの上乗せ

（65.8％）や、料金負担（通信料 63.4％、サービス契約料 58.6％）を挙げる人が多く存在する。
（URL: https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20180112Apr.html ）

ＩＤＣＪａｐａｎが国内コネクテッドビークル（つながる車）市場ユーザー動向調査結果を発表

イー・ガーディアン㈱の子会社である EG セキュアソリューションズ㈱とディーアイエスソリューション㈱は、
IoTの普及に欠かせない「無線LAN脆弱性診断サービス」を2018年1月9日より販売開始した。本サービスは、ディー
アイエスソリューションが有する無線 LAN の技術と EG セキュアソリューションズのセキュリティの知見を組み
合わせて、専門スタッフが現地にて管理外の無線アクセスポイントの存在を調査し、不正アクセスにつながる危険
性が無いかをレポートで提出する。無線 LAN の WPA2 プロトコルに対する攻撃手法「KRACKs」対策においても、
LAN 側の設定を確認することにより対策済みのバージョンであるか否かの確認が可能である。お問い合わせ・お見
積り先：EG セキュアソリューションズ㈱　TEL:03-3583-3998
（URL: https://www.eg-secure.co.jp/news/20180109/ ）

ＥＧセキュアソリューションズが「無線ＬＡＮ脆弱性診断サービス」を開始
～システムインテグレータ大手ディーアイエスソリューションと協業～

㈱大塚商会は、不正ユーザーの侵入防止を実現することにより企業ネットワーク環境のセキュリティを向上させ
る「ネットワーク認証あんしんパック」を 2018 年 2 月 1 日より販売開始した。本ソリューションは、企業ネットワー
クに接続する端末（PC・タブレット・スマートフォン）に対して、ネットワーク入口の機器と連携して認証を行う
Radius サーバおよび導入支援サービス、運用支援サービス、保守サービスなどと合わせたソリューションパックと
して販売する。ネットワーク認証あんしんパック価格：50 ユーザー版　660,000 円から　100 ユーザー版　 760,000 円
から　 200 ユーザー版　960,000 円から　お問い合わせ先：㈱大塚商会　共通基盤 NW・セキュリティプロモーショ
ン部ネットワークプロモーション課　TEL:03-3514-7563　
（URL: https://www.otsuka-shokai.co.jp/corporate/release/2018/180125.html ）

大塚商会が中小企業向け「ネットワーク認証あんしんパック」を提供開始

富士通㈱は、IoT を活用して居住者の生活の様子を 24 時間見守り、高齢者ケアをサポートする「FUJITSU IoT 
Solution UBIQUITOUSWARE 居住者の見守りソリューション」のサービスを拡充し、介護スタッフによる迅速な対応を
可能とする新サービス「居住者の見守りソリューション リモートモニタリングサービス」を 2018 年 1 月下旬より提供
開始した。本ソリューションは、居室内に設置した音響センサー搭載の「リモートケアベース」でセンセイングした生
活音を独自のアルゴリズムで解析し、転倒の可能性など異常が疑われる場合には富士通グループのコールセンター経由
で必要に応じて家族への連絡や居住者宅への駆けつけなどを行う
サービスである。今回提供を開始する「リモートモニタリングサー
ビス」は、入居者の介護レベルの重度化、人手不足、人的コスト
が課題となっている介護事業者のニーズに応え、事業者自身によ
る居住者の状況把握を支援するサービスである。これにより最適
な人員で迅速な対応を実現できる。　居住者の見守りソリューショ
ン リモートモニタリングサービス　販売価格：2,200 円／ ID　お
問い合わせ先：富士通㈱ IoT ソリューション　TEL:050-3116-7791
（URL: http://pr.fujitsu.com/jp/news/2018/01/9.html ）

富士通が遠隔見守りで迅速な対応と介護スタッフの業務効率化を実現する「リモートモニタリングサー
ビス」を提供開始

「リモートモニタリングサービス」のイメージ図
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㈱ NTT ドコモは、IoT ソリューションの導入を検討する企業向けに、最長 180 日の LTE および 3G 通信が可能で、
5,000 円（税別）から利用できる検証用の SIM カード「docomo IoT スターター SIM」を、2018 年 1 月 12 日より提
供開始した。「docomo IoT スターター SIM」は、利用できるデータ量に応じて 150MB と 1GB の 2 種類から選べる
プリペイド型のデータ通信専用の SIM カードである。プリペイド型のため、月々の費用やデータ量に応じた追加費
用は発生せず、2 年契約等の長期契約ではない最長 180 日の期間で、各種 IoT ソリューションが検証できるように
なる。利用時には、お客様にて用意したモジュール等の IoT 機器に本 SIM を挿入することで、すぐに使える。180
日の経過後もしくはデータ量の上限到達後は、通常の月次請求プランを契約することで、SIM カードを切り替え
ることなく機器の利用が継続でき、スムーズに本格導入に移行することが可能である。提供機能：国内データ通信

（LTE・3G）、docomo IoT 回線管理プラットフォームによる回線管理機能　　料金体系（税別）・利用可能期間 180 日：
PLAN150　5,000 円　150MB ／ PLAM1000  6,000 円　1GB

お問い合わせ先：全国のドコモ法人営業部門
（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2018/01/11_00.html ）

ＮＴＴドコモがＩｏＴ導入検証用の「ｄｏｃｏｍｏ ＩｏＴスターターＳＩＭ」を提供開始

富士ゼロックス㈱と㈱セブン－イレブン・ジャパンは、全国のセブン－イレブンで店舗に設置している「マル
チコピー機」で、ユーザーがインターネット経由で登録したファイルをプリントできる「ネットプリント」サービ
スに、ユーザー情報の登録なしで利用できる「ネットプリントサービス lite」を新設し、2018 年 1 月 10 日よりサー
ビスを提供開始した。本サービスは、利用者情報の事前登録なしでインターネットを経由し、ファイルをプリント
できるサービスとして、コンビニエンスストアで初めてのものとなる。これにより、突発的・一時的な利用のニー
ズにも応えやすくなる。　利用の流れ：専用 Web サイトからアクセスし、普通紙、フォト用紙、はがきの中から
用紙種類を選択し、ファイルをインターネット経由で登録すると、プリント予約番号が発行される。ファイル預か
り期間はファイル登録日の翌日までで、その間に、セブン - イレブン店頭マルチコピー機でプリント予約番号を入
力し利用料金を支払えば、必要なファイルがプリントできる。
（URL: http://news.fujixerox.co.jp/news/2018/001411/ ）

富士ゼロックスがセブン－イレブンで書類が印刷できる「ネットプリント」の新サービス「ネットプリント
lite」をスタート

NEC ネッツエスアイ㈱は、主に介護施設向けに、被介護者
のベッド上での様子や健康状態を IoT で見える化する「ベッド
見守り支援ソリューション」を販売開始した。本ソリューショ
ンは、トーテックアメニティ㈱の製品を活用し、被介護者のベッ
ドに取り付けたセンサにより、ベッド上の動きや健康状態等を
見える化することで、生活リズムや各種情報のスタッフ間共有
を促進し、ケアサービス品質向上と、介護スタッフの負担軽減
を支援する。本システムの導入から運用・メンテナンスまでワ
ンストップでサービスを提供する。お問い合わせ先：NEC ネッ
ツエスアイ㈱　テクニカルサービス事業本部　テクニカルサービス販売推進本部　TEL:03-6699-7191
（URL: http://www.nesic.co.jp/news/2018/20180116.html ）

ＮＥＣネッツエスアイが「ベッド見守り支援ソリューション」の販売開始
～ＩｏＴで被介護者のベッド上での様子を見える化し、より充実したケアサービスの実現を支援～

オムロン㈱は、無停電電源装置（UPS）「BW － T シリーズ」を販売開始した。無停電電源装置は、製造ラインや産
業機器をはじめ、サーバ、PC などのバックアップ用電源として様々な用途で使われている。今回発売する BW-T シリー
ズは、PC やワークステーション、スペースの小さい組込み用途などに使用される、オムロン UPS の販売で最大のボ
リュームゾーン（常時商用給電方式、正弦波出力、350VA ～ 1200VA）の製品である。
主な特長は、UPS の状態がひと目でわかる LCD を採用。また、通信インタフェー
スが USB の他に接点信号にも対応しているので、PC などの IT 機器との接続のほ
か、装置組込みなどの用途にも手軽に使用できる。希望小売価格（税別）:BW120T 
57,200 円／ BW100T 47,800 円／ BW55T 28,800 円／ BW40T 24,000 円　問い合わせ
先：オムロン㈱　電子機器統括事業部 UPS 事業部　営業部　TEL:03-6718-3630
（URL: https://www.omron.co.jp/press/2018/01/p0122.html ）

オムロンが小型／軽量／常時商用正弦波出力ＵＰＳ「ＢＷ－Ｔシリーズ」を販売開始

BW120T/BW100T  BW55T/BW40T
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特集

本年も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」として政府機関、関係団体よりウェブサイト
や SNSを通じて情報発信が行われています。2018年のキャッチフレーズは、「＃サイバーセキュリティは全
員参加！」となりました。
本特集は、インターネットを悪用した手口によるトラブルや個人・ 家庭でのパソコンやスマートフォンを通じ
た架空請求やワンクリック請求、また、企業や団体などでは、標的型攻撃メールをきっかけにしたウイルス感染
や情報漏えいについて、インターネットを安全・ 安心に利用するため、心がけるべきサイバーセキュリティに
ついてご紹介します。

サイバーセキュリティ
～インターネットの悪用による被害に遭わないために～

１．個人や家庭での被害が多い「架空請求」、「ワン

クリック請求」。その対策は？

　～請求された料金は支払わない、連絡をしない。

適切な機関に相談を。～

■架空請求とは

身に覚えがない、あるいは契約したことがないに

もかかわらず、「有料サービスを利用した」「有料の

会員に登録した」などとしてお金の支払いを請求さ

れるものです。請求の際に、「期限内に支払わなけれ

ば延滞金が生じる」「未払いならば訴訟を起こす」な

どと不安をあおられ、支払いを急かされることが多

くみられます。架空請求は、電子メールを用いるも

のが大半です。

□架空請求に遭遇したら？

【支払わない、連絡しない】

　身に覚えのない支払いを求める架空請求の場合は、

無視してかまいません。なぜなら架空請求の大半は、

無作為に選んだ複数の宛先に、大量に同一の文面を

メールするもので、特に送り先を見定めて送信して

いるわけではないからです。

■ワンクリック請求

　特定のウェブサイトにアクセスしたり、電子メー

ルに記載されたリンク先（URL）にアクセスしたり

した後に、ワンクリック請求ウェブサイトの利用規

約に同意することを意味する「はい」や「Yes」ボタ

ンをクリックすることで、「有料サービスを利用した」

「有料会員への登録が完了した」などという料金請求

画面が表示され、利用者を慌てさせ、サイト使用料

の名目でお金を支払わせようとするものです。

□ワンクリック請求に遭遇したら？

【慌てて連絡をしない】

　ワンクリック請求の場合は、料金請求画面がパソ

コンやスマホに表示されても、慌てて応じる必要は

2018年サイバーセキュリティ月間ポスター
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ありません。請求画面を閉じようとしても繰り返し

画面が表示されることがありますが、画面が表示さ

れたからといって、こちらの個人情報が引き出され

ることはまずありません。

　架空請求メールやワンクリック請求の料金請求画

面など、いずれの場合も、記載されている連絡先（メー

ルアドレスや電話番号）には絶対に連絡をしないこ

とが重要です。こちらから連絡をすることで、相手

先（見知らぬ第三者）にこちらの連絡先を知られる

可能性があるためです。

□ワンクリック請求の料金請求画面を消すには？

　ワンクリック請求の料金請求画面が繰り返し表示

される場合は、下記のような対処が有効な場合があ

ります。

　①スマートフォンなどの場合は

　スマートフォンなどの場合は、料金請求画面が表

示されたウェブページを閉じたり、ブラウザ（イン

ターネット閲覧ソフト）の履歴やキャッシュ（一時

ファイル）などを削除したりすることで、このよう

な料金請求画面を消せる場合がほとんどです。

　② Windows パソコンの場合は

　Windows を利用しているパソコン（タブレット端

末を含む）の場合は、ウェブページを閉じても画面

上に料金請求画面が繰り返し表示されることがあり

ます。その場合は、パソコンに悪意のあるソフトウェ

アをインストールしてしまった可能性があります。

このようなときは、「システムの復元」（Windows に

標準で備わっている機能）を行い、数日前の状態や

初期化状態に戻すことで、料金請求画面を消せる場

合があります。ただし、「システムの復元」では、何

等かの原因でパソコンが動かなくなったり、データ

が消えてしまったりする可能性に備えて、事前に必

要なデータのバックアップをとるなどしてから実施

しましょう。方法については、製品の説明書をよく

読むか、製造会社のサポートセンターなどに確認し

てください。

２．特定の企業や組織を狙う「標的型攻撃メール」。

その対策は？

　～高度化するだましの手口を知り、組織全体で対

策に取り組みましょう。～

■攻撃型メールとは？

ネットワークを利用する企業や団体などでは、情

報システムの担当者を置いたり、社外の情報システ

ム会社を活用したりして、セキュリティを整備して

いるところもあると思います。それでも対策のすき

間を突いてくるのが、「標的型攻撃メール」です。こ

の「標的型攻撃メール」への対応を誤ったために、

従業員のパソコンがコンピュータウイルスに感染

し、従業員のメールアドレスなどの情報を抜き取ら

れ、されに組織内のネットワークに侵入されるといっ

た被害が起きています。

□標的型攻撃メールの被害を防ぐには？

【不審なメール、あやしい添付ファイルは開かない】

　不審なメール、あやしい添付ファイルは開かない

ことが基本です。送信先のメールアドレスや、添付

ファイルの拡張子に、見覚えがない場合にも注意が

必要です。

注意が必要なファイルの拡張子の例
.ade .adp .bat .chm .cmd
.com .cpl .exe .hta .ins
.isp .jar .jse .lib .lnk
.mde .msc .msp .mst .pif
.scr .sct .shb .sys .vd
.vde .vds .vxd .wsc .wsf
.wsh

【標的型攻撃メールの特徴を知っておく】

　不審なメールに気をつけている人でも、送信者が

業務に関係のある信頼できる組織や個人になってい

たり、メールの内容が自分の業務に関係がありそう

だったりする場合、標的型攻撃メールとは気がづか

ずに開いてしまうことがあります。標的型攻撃メー

ルはこのように送信者や内容で受信者をだまそうと

しているのです。標的型攻撃メールかどうかを見分
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けるには、下記、IPA ホームページに詳細が掲載さ

れていますので参考にしてください。

・独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)「標的型攻撃

メールの例と見分け方」

URL: https://www.ipa.go.jp/security/technicalwatch/ 

20150109.html

【組織全体での情報共有や被害拡大防止を】

　最近は手口がますます巧妙化・複雑化しており、

注意していたのに被害を受けてしまったケースがほ

とんどです。標的型攻撃メールについては、被害発

生の防止だけでなく、被害の拡大防止に務めること

も重要です。組織内に情報集約窓口を設置し、標的

型攻撃メールを受信した際には報告するルールを徹

底する、標的型攻撃メールの情報提供を受けた場合

は組織全体に注意喚起を行うなどの対策をとって、

被害の拡大を防ぎましょう。

３．被害を防ぐ「サイバーセキュリティ」９か条

　① OS やソフトウェアは常に最新の状態に

　②パスワードは貴重品のように管理する

　③ログイン ID・パスワードは絶対教えない

　④身に覚えのない添付ファイルは開かない

　⑤ウイルス対策ソフトを導入

　⑥ネットショッピングでは信頼できるお店を選ぶ

　⑦大切な情報は、複製して保管する

　⑧スマホやパソコンなどの紛失・盗難に注意

　⑨困ったときはひとりで悩まず、まず相談を

４．各種相談窓口

・消費者ホットライン「188（いやや）」

　最寄りの消費生活相談窓口を紹介してもらえます。

・ウイルスおよび不正アクセスに関する技術的な

ご相談は

　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）情報セキュ

リティ安心相談窓口

　TEL:03-5978-7509（ 平 日 10：00-12：00、13：30-

17：00）

・広告や宣伝目的の迷惑メールに困ったら

　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

　TEL:03-5974-0068（平日 10：00-17：00）

・犯罪に関する相談・電話による情報提供

　各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口

■関連情報　～動画や小冊子で学べるサイバーセ

キュリティ～

・内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）

①「ネットワークビギナーのための情報セキュ

リティハンドブック」

　※電子書籍を国内 27 の電子書店にて無料配信

を行っています。

②「マンガで学ぶサイバーセキュリティ」

③ NISC サイバーセキュリティ意識啓発動画ポー

タル

・独立行政法人情報処理推進機構（IPA）

①「映像で知る情報セキュリティ」（IPA）

　10 分前後のドラマ等で楽しみながら情報セ

キュリティを学べる

②「対策のしおりシリーズ」（IPA）

　情報セキュリティトピックをイラスト入りの

わかりやすい読み物にした小冊子

（出典：政府広報オンライン　URL: http://www.gov-online.
go.jp/useful/article/201603/1.html ）
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　｢2018 年 8 月には 11ax 対応製品を出す｣
　 現 在 主 流 の IEEE802.11ac に 続 く 次 世 代 規 格
｢IEEE802.11ax｣ をサポーﾄする無線 LAN アクセスポ
イント（無線 AP）の発売についてそう明言するのは、
ヒューレット ･ パッカード ･ エンタープライズ（HPE）
傘下の Aruba でアジア太平洋地域担当バイスプレジ
デントを務めるスティーブ ･ ウッド氏だ｡  2018 年後
半から企業でも、いよいよ 11ax の導入が始まる。

■“安全”なのは 2018 年後半から
一部のベンダーからはすでに “11ax 対応 ” を謳う

無線 AP が出始めているが､ IEEE802 委員会におけ
る標準化は 2019 年に完了する予定だ｡ つまり、現時
点で存在するそれらの製品は、2016 年 11 月に出され
た “ ドラフト版 ” に対応したものであり、最終的に承
認される 11ax 規格に対応できるかは不確定だ｡ 加え
て、11ax 対応の PC やスマートフォンがない現状では、
企業が導入するのは時期尚早と言える。
　ウッド氏が言う｢2018年8月｣とは、11axの“正式版”

への対応が可能なチップセットを搭載し、かつ業界
最速でリリースできると Aruba が見込んだタイミン
グということになる。当然、11ax 対応のスマートフォ
ンや PC の登場時期も予測しており、日本ヒューレッ
ト ･ パッカードの Aruba 事業統括本部エンタープラ
イズ技術部でコンサルティングシステムエンジニア
を務める黒川孝治氏は ｢11ax 対応のスマホが出て来
るのは 2019 年｡ 後半には iPhone などの主要なスマ
ホがすべて11axを搭載してくるのではないか｣と話す。

したがって､ 2020 年には間違いなく企業の無線
LAN システムや公衆 Wi-Fi サービスでも 11ax が主流
になる。｢2018 年度の後半からは他社も続々と 11ax
対応の無線 AP を出してくるはず。その段階で新規
導入やリプレースを検討するお客様も、あえて 11ac
対応の古い製品を選ぶことはないだろう｣（黒川氏）。
かつて､ 11n から 11ac への移行がかなり順調に進ん
だこともあり、今回の世代交代も支障なく進行する
と考えられる。

業界特集

2020年の無線 LANは､ 高密度環境でも速度が落ちにくい次世代規格「11ax」が主流になる｡ 一方､ 60GHz
帯を用いる新規格「11ay」の標準化も進展｡ 実効速度20Gbps超の Wi-Fiが実現しているかもしれない。

文◎坪田　弘樹（テレコミュニケーション）

無線ＬＡＮは１１ａｘが主流に
光並み２０ギガＷｉ－Ｆｉも

（図表）無線ＬＡＮ規格と速度の変遷
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■メーカー毎の特色が増す？
さて、その 11ax だが、ユーザーにとってどんな恩

恵があるのか。
　最大のメリットは、多数の端末が集まる高密度環
境において､ 実効速度が大幅に向上することだ｡ 複
数端末との同時接続を可能にするマルチユーザー
MIMO（MU-MIMO）を上下両方向の通信に採用。さ
らに LTE でも使われている OFDMA 技術によって
周波数の利用効率が向上する。11ac に比べて､ 11ax
では 1 ユーザー当たりの実効速度を少なくとも約 4
倍に高めることを目指している。なお、理論上の最
大伝送速度も 11ac の約 1.5 倍に当たる約 9.7Gbps ま
で向上する。
　また､ 11ax には端末の送信出力をコントロールす
る機能も付加される予定だ｡ 待機時間を長くするな
どの手法によって消費電力を抑えることも可能で､
スマートフォンや IoT デバイスの電池の持ちを改善
できる可能性もある。
　2018 年度以降に設備の更新を予定している企業の
ネットワーク担当者は､ 早めに 11ax の情報を集める
など準備を始めておく必要があるだろう。特に無線
LAN 機器メーカーの対応状況には目を光らせておく
べきだ。というのも、黒川氏によれば ｢11ax は 11ac
に比べて、ソフトウェアでチューニングできる余地
が大きいと言われている｣ からだ。
　11ax は従来の規格と異なり、複数デバイスとの間
で行われる通信を調整して “ 全体最適化 ” することを
特徴とする。まだ標準化作業中であるため不明な部
分も多いが､｢その最適化の定義が緩め｡ 我々メーカー
側で実装する余地がかなりあると聞いている｣ と同
氏は話す。現行の 11ac でも、各メーカーが通信品質
を安定化させるなどの独自技術を実装して差別化し
ているが､ 11ax ではそうしたメーカー毎の “ 独自色 ”

がより強まる可能性があるわけだ。

■ 11ad（WiGig）の“再生”も
さて､ 無線 LAN の進化においては､ 注目すべき規

格がもう 1 つある｡ 60GHz 帯を用いる｢11ad｣（WiGig）
だ。
　11ad は､ 1 チャネル当たり 2.16GHz という広い周
波数帯域を使って､ 最大伝送速度 6.8Gbps を実現した
規格だ。ただし、11ac より前に規格が策定されたに
も関わらず､Wi-Fi Alliance の認証が遅れたこと（2016
年から開始）もあり、11ad を採用した製品は現在ほ
とんど流通していない。
　その最大の理由はユースケースが限られることだ。 
60GHz 帯の電波は直進性が高く、無線 AP と端末と
の間に人や障害物が入ると通信が遮断されてしまう。
その分使いにくく、スマートフォンや PC への実装も
ほとんど進んでいない。
　だが、“11ad は死んだ ” と結論付けるのは早計だ。
チップセットメーカーや無線 LAN 機器メーカーは、
11ad の弱点克服に向けた取り組みを続けている。
　例えば､ 無線 AP に複数のアンテナを装備し、電波
に指向性を持たせるビームフォーミング技術を使っ
て、端末に直接電波が届けられない場合には他の経
路から電波を伝える。ある AP と端末の間に障害物
があるときには、別角度にあるもう 1 つの AP から
端末ヘビーム状の電波を発するといった手法を使う。
また、11adの通信が切れた場合には端末側で2.4/5GHz
帯に切り替える ｢FST（Fast Session Transfer）｣ と
いう仕組みも規定されており、これを使えば､ 3 種の
周波数帯域を状況によって使い分けることが可能に
なる。
　一方､ 新たな利用シーンの検討も進んでいる。障
害物のない天井等に取り付けた無線 AP 同士をつな
ぐバックホール通信に使ったり、見通しのよい場所
で光ファイバーの代替として 11ad を用いる製品を検
討しているメーカーもある。チップセットメーカー
もこうした用途に供するべく、11ad の電波到達距離
を伸ばした新チップの開発を進めている。
　そして､ 11ad の次世代規格の標準化も進行中だ。
｢11ay｣ である。
　11adはMIMO等の高速化技術を用いず､いわば“周
波数帯域の広さ ” だけで高速通信を実現した規格だ
が、11ay はこの 11ad をベースに、Wi-Fi で実績のあ
るチャネルボンディング（複数の周波数を束ねて高
速化する技術）や MIMO 機能を付加｡ 最大伝送速度
は 100Gbps 以上､ 実効速度は 20Gbps 以上を目指して
いる｡ 標準化は 2019 年 11 月の予定であり、2020 年
には光ファイバーを凌駕する Wi -Fi が登場している
かもしれない。（出典：テレコミュニケーション January 2018）

Ａｒｕｂａ
アジア太平洋地域担当
バイスプレジデント
スティーブ・ウッド氏

日本ヒューレット・パッカード
エンタープライズグループ
事業統括
Ａｒｕｂａ事業統括本部
エンタープライズ技術部
コンサルティング
システムエンジニア
黒川孝治氏
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新製品・新サービス

■要旨
　株式会社ダイヘンは、LAN 用 SPD（Surge Protective Device）※ 1 の新製品『PE1000Z』の販売を開始しまし
た。この製品は、LAN 回線に接続されたネットワーク機器を雷から保護する LAN 用 SPD で SIT（Surge Isolation 
Transformers）を用いて、LAN 回線と機器を電気的に絶縁することで、雷サージの侵入を防ぐことができ、接地
を必要としない SPD です。

　※ 1　LAN 用 SPD は、LAN 回線へ侵入した雷サージによる異常電圧・異常電流から系統の機器を保護する装置。

■開発の背景
　ネットワーク機器で代表される監視カメラはアナログ CCTV カメラから IP ネットワークカメラへのシフトが続
いており、今後も IP ネットワークカメラへの移行が見込まれます。一方、屋外に設置している IP ネットワークカ
メラや屋内に設置している主装置（ドライブユニット等）は、雷サージが侵入した場合、異常電圧により機器内部
の部品が絶縁破壊し、機器の損傷やデータが消滅することがあります。
　そのため、一般的には機器の直近に SPD を設置し、内部の避雷回路で雷サージ（異常電圧、異常電流）を制限し、
雷電流を接地へ流すことで機器を保護しますが、接地しない場合は SPD 本来の性能を十分発揮することができま
せん。
　しかしながら、屋外に設置している IP ネットワークカメラはノイズの影響を避けるため、敢えて接地しない、
あるいは設置環境から接地できないことがあります。
　このような問題を解決するため、SPD に耐雷トランスを内蔵し、LAN 回線と機器を電気的に絶縁することで雷
サージの侵入を防ぎ、ネットワーク機器を保護する絶縁形の SPD を販売開始しました。

■特長
1．接地が不要
　耐雷トランス内蔵により LAN 回線と機器を電気的に絶縁することで接地が
必要ありません。
2．高速 LAN 回線（1000Base-T）に対応
3．インパルス耐電圧は 10kV（1 次 -2 次間）
4．DIN レールに対応
　DIN レール対応の施工性が良い構造です。
５．RoHS 指令に対応

■外観図

ダイヘンが絶縁形のＬＡＮ用ＳＰＤを販売開始
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■ LAN 用 SPD『PE シリーズ』の仕様
絶縁形（接地不要）
・PE1000Z　　　：高い雷保護性能（インパルス耐電圧 :10kV）
放流形（接地必要）
・PE1000A（-C）：標準タイプ（電圧防護レベル Up:600V 以下）
・PE1000N（-C）：業界トップレベルの雷保護性能（電圧防護レベル Up:300V 以下）

型番
性能・仕様

（新製品）
PE1000Z PE1000A PE1000A-C PE1000N PE1000N-C

適用回路 LAN（1000Base-T,100Base-TX,10Base-T）1 回線
電源重畳 不可 PoE,PoE Plus 対応

適用ケーブル UTP ケーブル（CAT5e,6,6A） STP,UTP ケーブル（CAT5e 以上）
最大連続使用電圧 Uc － DC60V

定格電流 － 630mA

電圧防護
レベル Up

10kA 印加時 － 600V 300V
5kA 印加時 － 500V 250V

インパルス耐久性
（8 線の合計値）

カテゴリ C2 － 10kA
カテゴリ D1 － 2.5kA

インパルス耐電圧（1 次 -2 次間） 10kV（1.2/50 μ s） －
AC 耐電圧（1 次 -2 次間） 5kV　2s －

絶縁抵抗 100M Ω以上※ 2 100M Ω以上※ 3

挿入損失 2dB 以下※ 4 1dB 以下※ 5

導通抵抗（1 線当たり） － 1 Ω以下

使用温湿度範囲 － 25 ～ 70℃ 93% 以下
（ただし結露・氷結のないこと）

寸法（mm） 'W96 × D22 × H35
W96 × D22 × H46（-C タイプ）

SPD 劣化確認※ 6 － － ○ － ○
※ 2　DC500V 絶縁抵抗計にて測定（1 次 -2 次間）　※ 3　IN- 接地端子間 DC60V を印加して測定
※ 4　1 次 -2 次間 1 ～ 100MHz（100 Ω） 　　　　　※ 5　IN-OUT 間 DC ～ 100MHz（100 Ω） 
※ 6　緑：正常、赤：要交換、不点灯：故障の 3 段階表示

＜当社の雷害対策製品事業に関して＞
　株式会社ダイヘンの子会社である「大阪ヒューズ株式会社」は 2014 年 10 月に社名を「ダイヘンヒューズ株式会社」
に変更しました。同時に、雷害対策製品の営業機能を「ダイヘン電機システム株式会社」へ移管し、商品ブランドを「ダ
イヘン」に統一しました。

■お問い合わせ先
　お客様：ダイヘン電機システム株式会社
　　　　　耐雷機器営業部（06）7177-6760
　本製品に関するウェブサイト：http://www.daihen.co.jp/products/electric/other/

 
 

■ＬＡＮ用ＳＰＤ『ＰＥシリーズ』の仕様 

絶縁形(接地不要) 

・ＰＥ１０００Ｚ   ：高い雷保護性能（インパルス耐電圧：１０ｋＶ） 

放流形(接地必要) 

・ＰＥ１０００Ａ(－Ｃ)：標準タイプ(電圧防護レベルＵｐ：６００Ｖ以下) 

・ＰＥ１０００Ｎ(－Ｃ)：業界トップレベルの雷保護性能（電圧防護レベルＵｐ：３００Ｖ以下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜当社の雷害対策製品事業に関して＞ 

株式会社ダイヘンの子会社である「大阪ヒューズ株式会社」は２０１４年１０月に社名を「ダイヘン

ヒューズ株式会社」に変更しました。同時に、雷害対策製品の営業機能を「ダイヘン電機システム株式

会社」へ移管し、商品ブランドを「ダイヘン」に統一しました。 

 

■お問い合わせ先 

お客様：ダイヘン電機システム株式会社 

耐雷機器営業部（06）7177-6760 
本製品に関するウェブサイト：http://www.daihen.co.jp/products/electric/other/ 
 

 

型番

性能・仕様

不可

UTPケーブル(CAT5e,6,6A)

－

－

10kA印加時 －

5kA印加時 －

カテゴリC2 －

カテゴリD1 －

10kV(1.2/50μs)

5kV　2s

100MΩ以上
 ※2

2dB以下 
※4

－

－ - ○ - ○

※2　DC500V絶縁抵抗計にて測定(1次-2次間)　※3　IN-接地端子間 DC60Vを印加して測定　
※4　1次-2次間 1～100MHz（100Ω） 　　　　※5　IN-OUT間 DC～100MHz（100Ω）       　
※6　緑：正常、赤：要交換、不点灯：故障の3段階表示

PoE,PoE Plus対応

LAN（1000Base-T,100Base-TX,10Base-T）1回線

W96×D22×H35
W96×D22×H46(-Cタイプ)

AC耐電圧(1次-2次間) －

10kA

2.5kA

インパルス耐久性
（8線の合計値）

インパルス耐電圧(1次-2次間) －

使用温湿度範囲
－25～70℃ 93%以下

（ただし結露・氷結のないこと）

100MΩ以上
 ※3

1Ω以下

1dB以下
 ※5

600V

SPD劣化確認 
※6

絶縁抵抗

挿入損失

導通抵抗（1線当たり）

寸法(mm)

500V

STP,UTPケーブル（CAT5e以上）

DC60V

630mA

300V

250V

適用回路

適用ケーブル

最大連続使用電圧 Uc

定格電流

電圧防護
レベル Up

電源重畳

PE1000N-CPE1000A PE1000A-C PE1000N
(新製品)
PE1000Z
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平成30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 30 年 7 月 8 日（日曜日）
第 2 回　平成 31 年 1 月 27 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　　受験票により通知します。

3．試験申請の受付期間及び受付時間

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。

平成 30 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）
＊表中の試験実施地については、試験会場が確保できなかった場合、近隣の都市で実施する場合がありますのでご了承ください。

（試験実施地は、受験票にて通知します。）

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 30 年 4 月 1 日（日）から 5 月 9 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 30 年 4 月 1 日（日）から 4 月 20 日（金）
インターネットによる申請 平成 30 年 4 月 1 日（日）から 5 月 9 日（水）
インターネット申請の試験手数料払込期限 平成 30 年 5 月 10 日（木）

第 2 回

申請書による申請 平成 30 年 10 月 1 日（月）から 11 月 7 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 30 年 10 月 1 日（月）から 10 月 22 日（月）
インターネットによる申請 平成 30 年 10 月 1 日（月）から 11 月 7 日（水）
インターネット申請の試験手数料払込期限 平成 30 年 11 月 8 日（木）

＊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。

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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試験手数料の払込方法につきましては以下①～④にてお取り扱いします。
①銀行を選択した場合は、指定された（一財）日本データ通信協会の銀行口座に全国銀行協会加盟の銀行の窓口又は

ＡＴＭで払込みをお願いします。
②コンビニエンスストアを選択した場合は、スマートピットカードのカード番号を入力し、コンビニエンスストア（ロー

ソン、ファミリーマート、スリーエフ、ミニストップ、サークルＫ、サンクスの各店舗に限ります｡）で払込みをお
願いします。

③郵便局を選択した場合は、郵便局備え置きの一般用の払込取扱票用紙に必要事項を記入し、（一財）日本データ通信
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）
により無料頒布します。

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　専門的能カ　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、名古屋

（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
TEL：03-5907-6556

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
TEL：06-6946-1046

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
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協会推奨書籍の斡旋について

　2018 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」（2018 春版）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2017 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

2018春 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-86594-123-4 2,300 円 2,070 円
2018春 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-125-8 2,850 円 2,565 円
2018春・秋 DD1種実戦問題 A4 判 272 頁 978-4-86594-124-1 2,850 円 2,565 円
2017秋 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-86594-101-2 2,300 円 2,070 円
2017秋 DD1種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-102-9 2,850 円 2,565 円
2017秋 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-103-6 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　改訂版 B5 判 472 頁 978-4-86594-126-5 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 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。

●工事担任者・試験対策書籍（出版社：㈱リックテレコム　〒 113-0034　文京区湯島 3-7-7　リックビル）
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2018年 IT業界主要イベントカレンダー

　2018 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

6日～9日 リテールテックＪＡＰＡＮ 2018 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

8日～9日 Cloud Days 2018 Spring-Summer
［大阪］ グランフロント大阪 Cloud Days、ビジネスAI、Security、IoTjapan、FACTORY、

働き方改革の6展示同時開催

22日～24日 ジャパン・ドローン2018 幕張メッセ 本格的な民生用・商業用のドローン市場に特化したイベント

4月

6日～7日 第44回　ジャンボびっくり見本市
［大阪］ インテックス大阪 電設資材、照明、工具、電子・制御、空調・住宅設備等の展

示会

11日～13日 名古屋　ものづくりワールド2018 ポートメッセなごや 設計や製造技術、工場の設備などとともに航空・宇宙機器も
展示

13日～14日 第44回　ジャンボびっくり見本市
［東京］ 東京ビッグサイト 電設資材、照明、工具、電子・制御、空調・住宅設備等の展

示会

18日～20日 TECHNO-FRONTIER 2018 幕張メッセ 民生及び産業用機器・装置メーカーの開発設計・研究者、
生産技術者との情報交流の場

18日～20日 第4回　国際ドローン展 幕張メッセ ドローン関連の技術や実用事例などの専門展

5月

9日～11日 第27回　Japan IT Week　春 東京ビッグサイト ITの専門展を13展同時開催

17日～19日 e-messe kanazawa 2018
第33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

23日～25日 JECA FAIR 2018
～第66回電設工業展～ インテックス大阪 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

23日～25日 ワイヤレスジャパン2018 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

24日～25日 Cloud Days 2018 Spring-Summer
［福岡］ 福岡国際会議場 Cloud Days、ビジネスAI、Security、IoTjapan、FACTORY、

働き方改革の6展示同時開催

30日～31日 イーコマースEXPO 2018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
30日～6月1日 スマートファクトリー japan 2018 東京ビッグサイト 生産管理・製造現場の先進化・効率化する総合展示会

6月

7日～8日 防犯防災総合展in KANSAI 2018 インテックス大阪 西日本最大級、危機管理の総合展示会

13日～14日 Cloud Days 2018 Spring-Summer
［名古屋］

吹上ホール 名古屋市
中小企業振興会館

Cloud Days、ビジネスAI、Security、IoTjapan、FACTORY、
働き方改革の6展示同時開催

13日～15日 Interop Tokyo 2018 幕張メッセ 最新のICTを技術とソリューションの両面から体感する展示会
13日～15日 デジタルサイネージ　ジャパン 2018 幕張メッセ 国内最大のデジタルサイネージ展示会
20日～22日 日本ものづくりワールド 東京ビッグサイト CAD・3Dプリンタ・高精細ディスプレイ等ものづくり機器の展示会

26日～27日 Cloud Days 2018 Spring-Summer
［札幌］

札幌コンベンションセ
ンター

Cloud Days、ビジネスAI、Security、IoTjapan、FACTORY、
働き方改革の6展示同時開催

7月 11日～13日 第5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7展同時開催

9月
6日～7日 国際フロンティア産業メッセ2018 神戸国際展示場 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

26日～28日 センサエキスポジャパン2018 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

10月

3日～5日 関西　ものづくりワールド インテックス大阪 CAD・3Dプリンタ・高精細ディスプレイ等ものづくり機器の展
示会

4日～5日 アドテック東京2018 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
10日～12日 中小企業テクノフェアin九州  2018 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

10日～12日 危機管理産業展2018 東京ビッグサイト 防災・減災、セキュリティ、事業リスク対策、災害対策ロボット・
ドローン等の総合展示会

16日～19日 CEATEC JAPAN 2018 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

17日～19日 日経×TECH EXPO 2018 東京ビッグサイト エンタープライズICT、クラウド、セキュリティ、ビジネスAI、働き
方改革等のビジネスと技術の11展同時開催

24日～26日 Japan　IT　Week　秋2018 幕張メッセ ITの専門展10展同時開催

12月
5日～7日 第28回ファインテック ジャパン 幕張メッセ 電子ディスプレイに関するあらゆる技術が一堂に出展する

専門展
12日～14日 SEMICON Japan　2018 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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地方本部 　イベント報告

関　東

平成３０年賀詞交歓会

日程 平成 30 年 1 月10日（水曜日）
時間 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）

■第 30 年賀詞交歓会模様
　平成 30 年の関東地方本部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。
　来賓に総務省関東総合通信局長　関 啓一郎様、東日本電
信電話株式会社　野池秀幸様や関連団体・関連企業、賛助
会員の皆様方、情報通信設備協会の大木会長並びに大輪理
事長をお迎えして、大勢の関東地方本部会員と役員ＯＢなど約
162 名が参加して、益 の々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　関　啓一郎様、東
日本電信電話株式会社　野池秀幸様、大木協会会長にご挨
拶いただいたあと、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　　　　幹事　　　　　　　　　　石渡　秀明
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
　　　　　　局長　　　　　　　　　  関　啓一郎　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　野池　秀幸　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　　　　　　　　長谷川　浩正　
　　　　　　　

■賀詞交歓会風景

賀詞交歓会模様は、関東 HP【平成 30 年 2月発行イベント報告 No.12】にも掲載しています。http://kanto.itca.or.jp

今井本部長 総務省関東総合通信局　関局長

東日本電信電話　野池東京事業部長 大木会長

大輪理事長 懇親会模様

関　西

平成３０年賀詞交歓会

日程 平成 30 年 1 月12日（金曜日）
時間 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 30 年の関西地方本部の恒例の賀詞交歓会は、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。
　自由民主党衆議院議員　左藤章様、自由民主党衆議院議
員　中山泰秀様、総務省近畿総合通信局情報通信部長　小
野寺昭彦様、西日本電信電話㈱取締役関西事業本部長大阪
支店長　岸本照之様や関連企業、協業企業、教育機関の皆
様方、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など 110 名が参加して、協会
の益々の充実に取り組んで、これまで以上に魅力ある会つくりを
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挨拶を行い、次いで
来賓の衆議院議員　中山様、総務省　小野寺様、協会会長
　大木様、衆議院議員　左藤様にご挨拶いただいた後、貫事
務局長からご来賓全員の紹介があり、沖電気工業㈱関西支社
支社長　濱口令生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　　衆議院議員　　　　　   　中山　泰秀　様
　　　　　　総務省近畿総合通信局
　　　　　　　　情報通信部長　　　　小野寺昭彦　様
　　　　　　情報通信設備協会　会長　　大木　一夫　様
　　　　　　協会本部顧問衆議院議員　左藤　　章　様
乾杯　　　　沖電気工業㈱　　　　
　　　　　　関西支社長　　　　　　　濱口　令生　様
中締め　　　副本部長　　　　　　　　松本　正幸
　

栩谷本部長 総務省　小野寺部長

大木会長 来賓紹介

沖電気工業　濱口様 本部長　会長　左藤議員
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東　北

平成３０年賀詞交歓会

日程 平成 30 年 1 月17日（水曜日）
時間 18 時 00 分～ 20 時 30 分

会場 仙台市青葉区　料亭　魚たつ

■第 30 年賀詞交歓会模様
　例年、新春セミナーを兼ねた賀詞交歓会でしたが、今年は
１０月に技術セミナーを行ったばかりでありセミナーは中止としまし
た。参加者は１２社１６名でありました。
　竹内本部長より年始の挨拶をいただき会員間の交流を行いま
した。
　震災復興事業も一段落となり情報通信業界では先行きの不透
明さが懸念されております。打開策としては会員間の情報の共有
や仕事の融通等を積極的に行い、共に乗り切ることを確認致しま
した。
　懇親会の最後は河北通信工業㈱小島専務より、会員の盛栄
と協会の躍進の言葉をいただき閉会としました。

■懇親会模様

九　州

平成３０年賀詞交歓会

日程 平成 30 年 1 月26日（金曜日）
時間 18 時 00 分～ 20 時 00 分

会場 タカクラホテル福岡（福岡県福岡市中央区渡辺通2-7-21）

■平成３０年新年賀詞交歓会
　平成３０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、次いで会員である
山田商会の高島次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。１３社１６名の参加でした。

■懇親会模様

山田商会 高島次長
乾杯

懇親の模様

阿部本部長 年頭挨拶 懇親の模様

東　海

平成３０年新年名刺交換会

日程 平成 30 年 1 月15日（月曜日）
時間 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4-9-60）

■平成３０年新年名刺交換会模様
　東海地方本部恒例の平成３０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　東海総合通信局長　炭田寛祈様、西日本電信電
話株式会社　名古屋支店　ビジネス営業本部　第二ビジネス
営業部長　森岡栄太郎様、賛助会員の皆様など６５名の参加
で、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長の炭田寛祈様にご挨
拶をいただき、西日本電信電話株式会社名古屋支店ビジネス営
業本部第二営業部長の森岡栄太郎様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はスター
トしました。

■懇親会模様
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地方本部研修・セミナー　INFORMATION

関東

平成 30 年度第 1 回工事担任者資格（ＡＩ・ＤＤ総合種）取得研修

日程
基礎コース　平成30年4月11日（水曜日）1日間
技術コース　平成30年4月12日（木曜日）1日間
法規コース　平成30年4月13日（金曜日）1日間

定員 各コース10 名

時間 各コース　9:00 ～ 17:00 受講料 1 コース 会員　12,960 円（教材費・税込）
　　　　一般　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、3
月28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

問合
せ先

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

（http://kanto.itca.or.jp）をご覧ください。

関東

平成 30 年度新入社員研修
日程 平成 30 年 4 月18日（水曜日）～ 20日（金曜日） 定員 20 名

時間 9:00 ～ 17:00 受講料 1 名　会員　39,960 円（教材費・税込）
　　 一般　48,600 円（教材費・税込）

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

（東京都中央区入船 2-2-14）
申込み
方法

関東 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、4
月4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。
4 月18日　ビジネスマナー
4 月19日　電気通信の基礎
4 月20日　ＬＡＮ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。

関西

新入社員研修会
日程 平成 30 年 4 月3日（火） ～ 5日（木）　3日間 定員 30 名
時間 9:00 ～ 17:00 受講料 （会員）32,400 円　（非会員）48,600 円　税込

会場 大阪市北区堂島浜 2-1-25　　　　　　　　　　
中央電気倶楽部　215 号室

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、　
下記へ FAX でお申込み下さい。　　　　　　
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

情報通信業界の一員として、電気通信に関わる資
格課程の基礎勉強及び特別講師による講演を行い
ます。

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。

対象者 新入社員

関西

前期・工事担任者対策講座
日程 平成 30 年 4 月 ～ 5 月予定（全 5日間） 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 10:00 ～ 17:00 受講料 （会員）54,000 円　（非会員）81,000 円　税込

会場
大阪市中央区天満橋京町 1-1　　　　　　　　　
大阪キャッスルホテル 4F　
ソフィー㈱

申込み
方法

関西 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、　
下記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

春の工事担任者試験に向け受講者のレベルアップを
図り、試験の合格を目指します。

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

対象者 工事担任者試験の合格を目指す方

四　国

平成３０年賀詞交歓会

日程 平成 30 年 1 月19日（金曜日）
時間 18 時 30 分～ 20 時 30 分

会場 すし徳本店（松山市大街道2-5-1）

■第 30 年賀詞交歓会模様
　平成 30 年の四国地方本部愛媛支部恒例の新年賀詞交歓
会は、松山市大街道の「すし徳本店」で賑やかに開催しました。
　冒頭、渡邊愛媛支部長が新年のご挨拶並びに当協会の最
近の動向等説明された後、乾杯の音頭に合わせてスタートしまし
た。
　愛媛支部会員 15 名が参加し、益々の景気回復と会員企業
の業績向上、協会の発展を祈念するとともに、会員相互の懇親
を深めることができました。

■懇親会模様
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　広く国民の皆様が本ハンドブックに触れていただ
き、安心してインターネットを使える社会の実現に
向けてご協力していただきたいとの希望を込めて、
電子書籍化し無料配信されています。お子様でも判
りやすい文章で用語集や関連サイトも掲載されてい
ますのでご家族でご覧になれます。ぜひ活用してき
ただきたくご案内いたします。

■「ネットワークビギナーのための情報セキュリティ
ハンドブック」目次
第１章　基本のセキュリティ～ステップバイス

テップでセキュリティを固めよう～
第２章　セキュリティを理解して、ネットを安全

に使う
第３章　スマホ・パソコンのより進んだ使い方や

トラブルの対処の仕方
第４章　被害に遭わないために、知らない間に加害

者にならないために
第５章　自分を守る、家族を守る、災害に備える
エピローグ　来るべき新世界

■取扱電子書店（順不同）
　ibooksStore、Kindleストア、ebookjapan、boox、コミッ
クシーモア、dブック、ひかり TVブック、music.jp、
DMM.com、Kinoppy、Yahoo!ブックストア、GooglePlay
ブックス、楽天 kobo、他 Webサイト

■ガイドブック公開サイト
PDFファイルにて公開しております。
URL : https://www.nisc.go.jp/security-site/
handbook/index.html

■ガイドブックの活用例
　「情報セキュリティハンドブック」は下記のよう
にご活用できます。

著作権は NISC に留保されますが、内容に改変
を加えない事を条件に、多様な形でご活用いただ
く事ができます。※製本用印刷データが必要な場
合は下記までお問い合わせ下さい。
URL:security_awareness@cyber.go.jp

 

■お問い合わせ先
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）
URL：http://www.nisc.go.jp/security-site/news/
ebook-handbook.html

（出典：http://www.nisc.go.jp/security-site/news/
ebook-handbook.html）

｢情報セキュリティハンドブック｣ 電子書籍の無料配信ご案内

内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）では、サイバーセキュリティに関する普及啓発活動の一環として、
インターネット上のトラブルから身を守るための方法を分かりやすく解説した「ネットワークビギナーのため
の情報セキュリティハンドブック」を作成し、Webサイトにて公開しています。

情報セキュリティハンドブックの表紙及び内容一例
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平成２９年度「情報通信エンジニア優良団体表彰」を会員
企業４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、第９回（平成
29 年度）情報通信エンジニアの優良団体として「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 29 年 11 月に各団体に表彰状が手渡されました。

「企業の部」受賞企業（官公庁除く）

＊情報通信エンジニアの有効期限は１年間で、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。（一財）日本データ通信
協会のデータベース＜平成29年9月30日資格保有者＞
により集計

■情報通信エンジニア優良団体表彰を受賞して

◎扶桑電通株式会社　サポートサービス本部　

　エンジニアリング統括部長　石川 守雄

今年度も情報通信エンジニア優良団体賞を賜り、
誠に有り難う御座います。

2020 年のオリンピック開催に合わせ、今後の情
報通信社会は本格的な IoT 社会に進むものと期待さ
れ、この分野の社会基盤を担う工事担任者に対して
は、益々技術者としての最新の知識・技量が求めら
れていく事になると思われます。

以前はメタル配線での混信や漏話だけでの対策だ
けで良かったセキュリティ対策も、今は端末が PC
やスマートフォンに変わる中、IP 方式でのデジタル
伝送が主流になり、セキュリティ対策としては暗号
化対策やウイルス対策といった高度な論理層での対
策が要求されるようになりました。

これら高度化する情報通信分野で、技術者が活躍
するためには日々の学習が必要となりますが、「情
報通信エンジニア」制度は正に工事担任者のスキル
アップを目指した制度であり、これからの IoT 社会
を支える技術者育成制度とも言えます。

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
29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4社が受賞いたしました。
情報通信エンジニア資格は、毎年更新研修を受けることから多くの企業で自社の人材育成に、また、いくつか
の公共団体等で入札の考慮条件にする等活用されています。

順位 法人名 資格
者数

資格
者数

1 扶桑電通 株式会社
（本社：東京） 70

申請料、更
新料共に全
額会社負担

2 株式会社 TOSYS
（本社：長野） 52

3 大和電設工業 株式会社
（本社：京都市） 31

4 株式会社 ベータテック
（本社：名古屋） 29

5 株式会社 日立システムズ
（本社：東京） 28

委員会の指導の下に毎年更新されるテキスト 資格者証（上から一般、ゴールド、プラチナ）

ITCAvol44本文.indd   24 2018/02/28   14:38



25

◎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、大変光栄に思い厚く御礼申し上げます。
　通信工事に携わる弊社にとって、工事坦任者資格
の取得は必須であることから、昨年度から資格取得
に向けて、新入社員に e ラーニング学習を社内で導
入しておりましたので一先ずは安堵いたしておりま
す。
　近年は通信インフラの IP 化やシステム化の加速
により職種を問わず工事坦任者資格の必要性を感じ
ておりますが、資格取得が最終目標ではなく、今後
の技術者のスタートとして更新も奨励しております。
　「更新研修テキスト」は資格の主旨を社員に浸透
させるためにも知識および技術情報が最新版に改定
されており体系的な学習ができるとともに、繰り返
し学習ができることにより社員の意識改革、スキル
アップに繋がるものと考えております。
　今後も体制ならびに環境を更に整え「情報通信エ
ンジニア資格」の取得に取り組み、名実と共に満足
度の高いサービスをお客様に提供するため、工事品

質の向上に努めて参りますので引き続きご指導をよ
ろしくお願いいたします。

◎大和電設工業株式会社

　総務部　部長　渡辺 卓也

当社は、京都を中心に 65 年間、地域の電話設備
と LAN 設備の提供を行っております。企業・病院・
銀行・官公庁などの生命線であるインフラを扱う会
社として日々進化していく技術に積極的に取組んで
います。そんな中、昨年に続き今年度も「情報通信
エンジニア優良団体表彰」を賜り今後の活動の励み
になると感謝しております。
　「情報通信エンジニア」資格を取得する事につい
ては、毎年、新しい技術や、より深い知識を取得で
きる為、技術のスキルアップにはとても良い手段だ
と考えており、AI・DD 総合種の取得を推奨しアナ
ログとデジタルの両方の技術を持つことを目指して
おります。又、技術職以外の営業職、総務職でも資
格取得をしてくれています。

技術力の向上はお客様へのサービス向上につなが
りますので、今後も継続していきたいと考えており
ます。

（出典：日本データ通信 2018.1 月号 No.217）

（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）品質工法部担当部長 池田氏、小川代表取締役社長、岩野氏

（左から）専務取締役 坂上氏、栩谷代表取締役社長、渡辺氏
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地方本部 会員数 LAN認定 光コラボ オフィスリンク アライドテレシス

関 東 238 （-3） 44 （1） 13 （1） 52 （-） 6 （6）

信 越 11 （1） 4 （-） 1  （1） 3 （-） －
東 海 74 （-1） 9 （-） 3 （-） 1 （-） 1 （1）

北 陸 19 （-1） 5 （-） 1 （-） 0 （-） 1 （1）

関 西 66 （-3） 16 （-） － 9 （-） 1 （1）

中 国 58 （-） 9 （-） － 4 （-） 2 （2）

四 国 52 （-1） 3 （-） 1 （1） 1 （-） 1 （1）

九 州 30 （-） 4 （-） 2 （1） 2 （-） 1 （1）

東 北 31 （-） 3 （-） － 5 （-） 2

北 海 道 27 （-1） 7 （1） 1 （-） 3 （-） －
（小 計） 606 （-9） 104  （2） 22 （4） 80  （-） 15 （15）

本 部 17 （1） － － － －
（合 計） 623 （-8） 104  （2） 22 （4） 80  （-） 15 （15）

ＩＴＣＡ事業施策状況一覧

情報通信設備協会の「事業施策状況一覧 2018年2月28日現在」をお知らせいたします。

区 分 記 事

会員数 各地方本部は特別会員を含む
本部は賛助会員数

LAN認定 LANの設計・施工に関する技術・知識と実践力を認定す
る認定会員（本部HP「LAN認定会員企業一覧」掲載）

光コラボ（参入会員） ㈱ティーガイアと再卸契約締結会員（協会取次会員）

オフィスリンク
（パートナー会員）

㈱NTTドコモのオフィスリンク販売パートナー認定会員
（オフィスリンク認定企業はH29年12月末より廃止）

アライドテレシス
（パートナー会員） アライドテレシス㈱のパートナー認定会員

北海道

（地方本部：都道府県）

東北
青森

秋田 岩手

山形 宮城

福島

関東
群馬 栃木

埼玉 茨城

東京 千葉

山梨 神奈川

信越
新潟
長野

東海
岐阜 愛知
三重 静岡

北陸
石川
富山
福井

関西
兵庫 京都

大阪 滋賀

和歌山 奈良

中国
島根 鳥取

広島 岡山

山口

四国
愛媛 香川
高知 徳島

九州
佐賀 福岡

長崎 大分

熊本 宮崎

沖縄 鹿児島

（ ）内はＨ28年度末からの増減数

（2）

ITCA事業施策状況一覧
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新会員（平成30年1月1日~平成30年2月28日）

■通常会員

◎　会社名　　有限会社群馬通信機サービス
　　　　　　　（平成30年1月23日入会）
　　所在地　　群馬県前橋市　
　　代表者　　新井　紘子　　
　　TEL　　　027-251-3721
　　事業内容　 音響、映像機器、非常・業務用放送

システム、その他弱電設備、設計、
施工、保守の業務

　　

◎　会社名　　株式会社ネット・エックス　
　　　　　　　島根事業所
　　　　　　　（平成30年1月23日入会）
　　所在地　　島根県松江市　
　　代表者　　平林　正次　　
　　TEL　　　0852-69-1336
　　事業内容　 電気工事の調査・設計・施工及び

電気通信工事の調査・設計・施工・
保守　

ITCAvol44本文.indd   27 2018/02/28   14:38



28

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-‐‑‒3281-‐‑‒7000	  

【本社】〒104-‐‑‒0031	  東京都中央区京橋	  2-‐‑‒2-‐‑‒1	  
京橋エドグラン	  27階	  

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！	  

新広告データ	  

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）	  

最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  
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〒104-0042　東京都中央区入船2-9-5　HKビル5階
電話：03-5543-2250 ＦＡＸ：03-5244-9711
E-mail：info@itca.or.jp ＵＲＬ：http://www.itca.or.jp

■FRONT VOICE
　音の報せる力を研く　
　TOA株式会社　営業統括本部　首都圏営業部長　早川 宏
■地方本部だより
　ひろしまフラワーフェスティバル～広島と世界を結ぶ平和の花の祭典～　
　一般社団法人情報通信設備協会　中国地方本部　渡辺 博明
■特集
　サイバーセキュリティ
　～インターネットの悪用による被害に遭わないために～
■業界特集
　無線LANは11axが主流に
　光並み20ギガWi-Fi も
■新製品・新サービス
　ダイヘンが絶縁形のLAN用SPDを販売開始
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東京都中央区入船2-9-5 HKビル5階  TEL 03-5244-9700 kanto@itca.or.jp

信越地方本部 〒950-0031
 

新潟市東区船江町1-55-11 双峰通信工業㈱内 TEL 025-279-5655 sinetsu@itca.or.jp

 

全国地方本部

東海地方本部 〒460-0011
 

名古屋市中区大須4-10-40 カジウラテックスビル2階 TEL 052-241-1989 toukai@itca.or.jp

北陸地方本部 〒920-8515
 

金沢市問屋町1-65 ㈱ほくつうビル内  TEL 076-238-8384 hokuriku@itca.or.jp

関西地方本部 〒550-0002
 

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

本特集の「サイバーセキュリティ月間
ポスター」に「アナタの心のスキを突くア
ナログハックを知っていますか？」とコ
ピーがあります。この「アナログハック」と
は、タイアップしているアニメ
「BEATLESS」のストーリーでは「考え
るよりも早く、視覚をはじめとする五感に
より感情が動いてしまうという意識のセ
キュリティホールを狙い、人間の“アナロ
グ的な意識”をハッキングすることをア
ナログハックという」としています。アナ
ログハックそのものは善でも悪でもあり
ませんが、悪意を持って利用するとそ
れは攻撃の手段になります。本特集を
ご覧いただき、サイバーセキュリティ対
策をして心のセキュリティホールを攻撃
されないように気をつけてください。

（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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