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ITCA憲章

情報通信設備協会の目指す未来が、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、平成24年12月1日に「ITCA憲章」
を制定いたしました。

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

　今回「ITCA本部協会報」が「ITCA」としてリニュー

アルされ、年6回の発行になったことは大変に喜ば

しいことであり、ここに至るまで本部広報委員会の

皆様、地方本部の皆様のご協力があって実現できた

ことと、感謝申し上げます。今後本会報が会員相互

の情報交換、相互啓発のツールとして活用されるこ

とを切に願っております。

　言うまでもなく、情報通信の世界は日々刻々変化

を遂げており、今後10数年の変化を想定すると、人

類が数万年前から築き上げてきた知的活動の様式が

ガラリと変わる可能性があると思われます。

　書籍などに蓄積された人類の膨大な叡智は、間も

なくすべて電子化され、その所在や内容は瞬時に検

索可能になります。また、人間が日々行う行動や無

数に存在する機械の動作などもすべて記録蓄積され、

それを基にした情報処理が無限にスパイラル状に拡

大・展開する時代がやってきそうです。

　個人的には、毎日の電車の中で多くの人がスマホ

に狂じている様を見て嘆かわしく思うのは私ばかり

ではないと思います。しかし、既に個人の生活様式

（人的交流、購買、エンタメ、学習、移動など）や企業

活動（国境、市場、業態、領域、技術）にも変化が迫ら

れつつあります。

　ここで認識しておかなければならないのは、我々

が属している業界はこの地殻変動を起こしているプ

レートの先端にいるということで、うっかりしてい

ると我々が液状化する地層の中に埋れてしまうかも

しれないということす。

　そんな中、最近の業界動向で一つ気になることが

あります。それは大手の SIベンダー、通信業者がこ

ぞって中小向け ICTサービス強化を図り始めている

ことです。

　わが国には420万社を超える中小企業があります

が、長引く不況で ICT投資が遅れており、光回線や

ホームページすら導入していない企業が多々ありま

す。

　一方大企業向けのシステム需要はクラウド・サー

ビスの導入などで大型のシステム開発は影をひそめ、

今後の市場の成長は見込めず、ネットワークもコモ

ディティ化して値段は極端に下がっています。

　また、スマホやタブレットの普及、オープンソー

スをベースとした各種アプリの開発で、今迄個別シ

ステムでは実現できなかったサービスがいとも簡

単・安価に利用出来るようになり、中小企業でも手

軽にこれらの先進的サービスを受けることが出来る

ようになりました。そこに大手のベンダー企業が雪

崩を打って参入してくるのです。最後の金城湯池が

中小企業の IT支援だという訳です。

　これは我が協会の会員にとっては頭の痛いことに

なりそうですが、考えようによってはチャンスとも

受け止めることができます。

　何事も「脅威」と受け止めるか「機会」と受け止め

るかは、考え方一つで異なります。

　会員の皆様がこれを大いなる「機会」と捉え、新し

い競争に挑戦されることを期待します。作戦は皆で

考えましょう！！

一般社団法人情報通信設備協会
会長　網 谷　駿 介

協会報「ＩＴＣＡ」の定期発行にあたり
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業界ニュース　2月 

13日（水）PC遠隔操作事件、防犯カメラの映像から犯人逮捕へ
日経産業 防犯カメラの画像や映像を解析するIT各社の「顔認識技術」が発展する一方、IPアドレス頼りの捜査手法の限界を示した。

13日（水）ティアック、内線通話も録音可能なIP電話向けの通話録音装置を発売
日経産業 外線だけでなく内線の音声通話も録音でき、最大384回線まで対応可能となっている。

14日（木）NECネッツエスアイ、NECモバイルリンクから携帯基地局事業を継承
日経産業 対象は携帯基地局のエリア調査や設計、設置工事、保守管理などの事業。

14日（木）2012年の国内携帯出荷台数、前年比5.8％減　─JEITA調査
日経産業 2796万8000台で前年比5.8％減。スマホの出荷台数は前年比44.2％増の1547万9000台で、全体の56.3％を占めた。

15日（金）KDDI、固定と移動体通信の融合に注力
日刊工業 全国のCATV会社などと連携し、固定回線とスマホのセット契約向け割引プランを提供している。

15日（金）NTTレゾナント、自社のECサイト商材をグループ会社で取扱い開始
日刊工業 運営するECサイト「NTT-Xストア」の商材40万点をNTTコムの子会社で販売。法人市場を開拓する狙い。

18日（月）三井物産セキュア、標的型サイバー攻撃を早期検出するサービスを開始
日経産業 侵入したウィルスが社外に送るわずかな通信などを監視。感染の有無を1ヶ月単位で検出する機能に特化し価格を抑えた。

18日（月）NEC、スマホから起動できるWiMAXルーターを発売
日経産業 バッグに入れたままでも、スマホやタブレットからの操作で起動・休止が可能。

19日（火）2012年国内パソコン出荷台数、前年比0.6％減少　─IDCジャパン調査
日経産業 1558万台となり0.6％の減少。業務向けは5.5％増だったが、家庭向けが6.5％減と落ち込んだ。

19日（火）NTTドコモ、今春以降に携帯電話の機種大幅削減
日経産業 販促費を売れ筋商品に集中させるなどして販売を強化する狙い。人気機種を持たない下位メーカーにとって厳しい状況となる。

20日（水）通信各社、中小企業向けIT支援サービスを本格化
日経産業 NTT東は日本マイクロソフトと提携し、最新OSへの移行や保守を支援。KDDIは営業支援システム構築事業に乗り出す。

20日（水）スマホを置くだけで充電できる無線給電の国際規格「Qi」の用途が拡大
日経産業 今春、出力が引き上げられ、スマホ以外にもタブレットやノートパソコンでの対応が可能となり、インフラ整備も進んでいる。

21日（木）ソフトバンクモバイル、スマートTV用機器を発売
日経産業 スマホ向けの動画配信サービスをテレビの画面で視聴できる。機器は無料で、月額490円でサービスを利用可能。

21日（木）NTT、地域会社の統廃合を含めた組織改革へ
日刊工業 効率的な事業運営体制の構築とコスト構造を見直すのが狙い。NTT東西の6万人以上が対象となる。

22日（金）住友電工、ネット経由の遠隔保守に対応する小型光ファイバー融着接続機を発売
日刊工業 2時間のフル充電で30回の接続と補強ができ、四つの心線の融着接続は14秒で完了する。

26日（火）NTTドコモ、韓国サムスンなどが開発する新OS搭載のスマホを今年度中に
日経産業 新OSは「タイゼン」はサムスンと米インテルが開発を主導し、通信会社はドコモが核となる。独自の仕様に対応できるのが特徴。

27日（水）ソフトバンク・テクノロジー、オフィスや工場向けの消費電力管理事業に参入
日経産業 空調や照明などをメーカー問わず管理でき、iPadなどを使って電力消費量を確認したり機器のオン・オフを遠隔操作する。

27日（水）NTT東、光回線契約者向けにオンラインストレージサービスを提供
日経産業 ５ギガバイトの容量まで無料で、パソコンのほかスマートフォンなどの端末でもデータを閲覧可能。

28日（木）日本マイクロソフト、クラウド版「オフィス」を企業向けに発売
日経産業 クラウド経由で利用できる「オフィス」。海外では個人向けも発売するが、日本では企業向けのみの発売。

28日（木）NTTドコモ、新OS「タイゼン」搭載のスマホを発売へ
日経産業 米グーグルとアップルに次ぐ「第三極」のOSを目指す。既存のOSと異なり、スマホ向けサービス開発に制限がほぼ無い。
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NTT東日本と日本マイクロソフト（MS）は19日、中小企業
向けの IT（情報技術）支援サービスで提携すると発表した。職
場で使うパソコンの最新 OS（基本ソフト）への移行と保守・管
理を支援する。KDDIも中小のIT化支援に本格的に乗り出した。
個人向けの光回線や携帯電話市場が飽和するなか、全国420万
社の中小市場の争奪戦が始まった。

「光回線の販売は頭打ちだが中小企業の需要はまだまだある。
サポート体制を拡充して光の販売につなげたい」。NTT東の山
村雅之社長は同日の紀者会見で意気込みを述べた。NTT東は
中小企業や SOHO（スモールオフィス・ホームオフィス） 向け
にパソコンなど IT機器に関する相談を受ける「オフィスまる
ごとサポート」を展開している。初心者には電話と遠隔操作で
表計算ソフトの使い方まで手ほどきずる。 

今回の提携は MSの新 OS「ウインドウズ8」搭載パソコンを
同サービスとセットにして販売するもの。中小向けに強い米
パソコン大手デルの日本法人（川崎市）と組み、3月5日にデル
のネット通販などで発売する。

サービス料金はパソコン3台までで月額3780円から。デル
は特別価格として端末を2万9980円から提供する。日本 MSは
他のパソコンメーカーにも声をかけており「新 OSへの移行を
急ぐ」 （樋口泰行）考えだ。 

総務省の調査によると国内の中小企業は約420万社で全雇
用者数の7割を占める。大企業向けにはシステム開発会社など
が手厚いサポートを提供しているが、中小はなお未開拓市場だ。

NTT東は「MSやデルの中小向け顧客サポートを引きうけ
る」（山村社長）ことで光回線の拡販につなげる。サービス契
約数は現在2万件弱だが2017年度をメドに100万件を目指す。

NTT東西地域会杜の光回線サービス「フレッツ光」の契約純
増数は12年10-12月期に143万件と前年同期比6割減。需要の
伸びが鈍る中、ライバルは中小企業攻略にかじを切っている。

関西電力系会社のケイ・オプティコム（大阪市）は昨年10月、
中小向けに他社より3割安い光回線サービス「オフィス eo光
ネット」を開始。今年1月から関西地区でテレビ CMを放映す
るなど中小開拓に力を入れる。

一方、KDDIは中小向けにスマートフォン（スマホ）やタブ
レット（多機能携帯端末）を使った営業支援システムを構築す
る事業に乗り出す。インテリジェンスと共同出資する中小向
け IT支援会社「KDDIまとめてオフィス」で15年度末までに
1500人を新規採用し、拠点を全国に広げる計画だ。

通信各社の法人向けサービスはこれまで大企業向けが中
心だった。ソフトバンクと KDDIが米アップルのタブレット

「iPad（アイパッド）」を使った業務支援システムで大企業を開
拓。NTTドコモは昨年秋に MSと組み、ウィンドウズ8搭載タ
ブレットの販売でこれに対抗している。

しかし大企業市場はパソコンメーカーやシステム開発会社
などライバルが入り乱れる。一方、中小市場は回線を武器に通
信各社が優位性を発揮しやすい。今後、通信各社の中小市場の
争奪戦がさらに熱を帯びそうだ。

通信各社、中小争奪　武器は IT支援
NTT東、MSと提携「8」売る　KDDI 1500人体制、全国に拠点

2月20日（水）
日経産業

住友電気工業は小型の光ファイバー融着接続機を開発した。
インターネット経由で遠隔保守でき、手元に製品を置いたま
まで故障診断できる。操作画面にカラータッチパネルを採用
し、初心者でも動画で手順を確認できるよう工夫した。4月
に発売、年内に海外でも販売する。価格は1台70万―80万円。

開発した「タイプ―201シリーズ」は、2時間のフル充電で
30回の接続と補強ができる。四つの心線の融着接続は14秒、

加熱補強は40秒で完了する。
寸法は幅110ミリ×奥行き140ミリ×高さ76ミリメートル。

低重心で重量は770グラムと従来機に比べ半減した。防塵・
防滴構造を採用。

毎秒15メートルまでの耐風特性も備え、野外作業の信頼性
も向上した。英語、仏語、アラビア語などに対応する。

住友電工　光ファイバー融着接続機、ネット経由で遠隔保守　操作画面に手順も2月22日（金）
日刊工業

NTTドコモは2013年度にも韓国サムスン電子などが開発
するスマートフォン（スマホ）向け基本ソフト（OS）「TIZEN

（タイゼン）」の搭載端末を販売する。通信会社などが自由に
OSを改良できるのが特微で裁量が格段に高まる。独自のアプ
リの配信サイトを構築し、ドコモが渇望する ”第2の iモード ”
に育てられるのか。米グーグル、アップルの2大勢力の主導
権が高まる中、新 OSに賭ける。

タイゼンは、サムスンと米インテルが開発を主導する。通
信会社はドコモが核となり、日米韓の通信関連企業が参画す
るが、最大の特徴は OSの仕様を全面的に公開し、誰もが自由
に改良できる点だ。例えば、仕様を公開しているグーグルの
アンドロイド OSの場合でも「グーグルが定めた一定のルール
を超える場合は許可が必要」 （通信会社幹部）。非接触通信技
術「フェリカ」など日本独自のサービスはグーグルの認可の上
で OSを改良しているとされる。

また、地図情報サービス「グーグルマップ」やアプリ配信サ
イト「グーグルプレイ」などの設置が義務付けられ、こうした
アブリはグーグルの利用者情報の「グーグルアカウント」でひ

も付けされる。「グーグルが管理する庭の中でしか自分たち
の業務ができない」（通信会社幹部）のが実態だ。アップルの
iOSにいたっては、一切の改造は許されない。

その点、タイゼンならば OSの管理に制限はない。アプリ
配信サイトもドコモが自前で立ち上げられる。今までグーグ
ルやアップルが手にしていたアプリの出店料や販売手数料を
得られるほか、「iモード」と同じように、すべてのサービス
を自社の管理下に置けるようになる。タイゼンを活用すれば、
第2の iモードに育てることが可能となるのだ。 

アプリ開発でもタイゼンの利点は大きい。アプリの開発に
ウェブ標準言語「HTML5」を採用。インターネット経由で動
くため、ネットにつながるスマホであればタイゼン以外にも
アンドロイドや iOSでも動かせる。タイゼンならば「一つのア
プリを様々な OS向けに供給できるため、アプリ開発者にとっ
ても利用しやすい」（通信会社）とされる。

アップルやグーグルに主導権を握られてきたスマホ市場。
危機感が高まる中、ドコモは新 OSを活用して iモード時代の
勢いを取り戻せるのか。タイゼンは大きな試金石となりそうだ。

第2のｉモード　ドコモの渇望、新 OS「タイゼン」改良自由、通信会社に裁量
アプリ配信など自前サービス　アップル・グーグル主導に一矢

2月28日（木）
日経産業
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業界ニュース　2月 

13日（水）PC遠隔操作事件、防犯カメラの映像から犯人逮捕へ
日経産業 防犯カメラの画像や映像を解析するIT各社の「顔認識技術」が発展する一方、IPアドレス頼りの捜査手法の限界を示した。

13日（水）ティアック、内線通話も録音可能なIP電話向けの通話録音装置を発売
日経産業 外線だけでなく内線の音声通話も録音でき、最大384回線まで対応可能となっている。

14日（木）NECネッツエスアイ、NECモバイルリンクから携帯基地局事業を継承
日経産業 対象は携帯基地局のエリア調査や設計、設置工事、保守管理などの事業。

14日（木）2012年の国内携帯出荷台数、前年比5.8％減　─JEITA調査
日経産業 2796万8000台で前年比5.8％減。スマホの出荷台数は前年比44.2％増の1547万9000台で、全体の56.3％を占めた。

15日（金）KDDI、固定と移動体通信の融合に注力
日刊工業 全国のCATV会社などと連携し、固定回線とスマホのセット契約向け割引プランを提供している。

15日（金）NTTレゾナント、自社のECサイト商材をグループ会社で取扱い開始
日刊工業 運営するECサイト「NTT-Xストア」の商材40万点をNTTコムの子会社で販売。法人市場を開拓する狙い。

18日（月）三井物産セキュア、標的型サイバー攻撃を早期検出するサービスを開始
日経産業 侵入したウィルスが社外に送るわずかな通信などを監視。感染の有無を1ヶ月単位で検出する機能に特化し価格を抑えた。

18日（月）NEC、スマホから起動できるWiMAXルーターを発売
日経産業 バッグに入れたままでも、スマホやタブレットからの操作で起動・休止が可能。

19日（火）2012年国内パソコン出荷台数、前年比0.6％減少　─IDCジャパン調査
日経産業 1558万台となり0.6％の減少。業務向けは5.5％増だったが、家庭向けが6.5％減と落ち込んだ。

19日（火）NTTドコモ、今春以降に携帯電話の機種大幅削減
日経産業 販促費を売れ筋商品に集中させるなどして販売を強化する狙い。人気機種を持たない下位メーカーにとって厳しい状況となる。

20日（水）通信各社、中小企業向けIT支援サービスを本格化
日経産業 NTT東は日本マイクロソフトと提携し、最新OSへの移行や保守を支援。KDDIは営業支援システム構築事業に乗り出す。

20日（水）スマホを置くだけで充電できる無線給電の国際規格「Qi」の用途が拡大
日経産業 今春、出力が引き上げられ、スマホ以外にもタブレットやノートパソコンでの対応が可能となり、インフラ整備も進んでいる。

21日（木）ソフトバンクモバイル、スマートTV用機器を発売
日経産業 スマホ向けの動画配信サービスをテレビの画面で視聴できる。機器は無料で、月額490円でサービスを利用可能。

21日（木）NTT、地域会社の統廃合を含めた組織改革へ
日刊工業 効率的な事業運営体制の構築とコスト構造を見直すのが狙い。NTT東西の6万人以上が対象となる。

22日（金）住友電工、ネット経由の遠隔保守に対応する小型光ファイバー融着接続機を発売
日刊工業 2時間のフル充電で30回の接続と補強ができ、四つの心線の融着接続は14秒で完了する。

26日（火）NTTドコモ、韓国サムスンなどが開発する新OS搭載のスマホを今年度中に
日経産業 新OSは「タイゼン」はサムスンと米インテルが開発を主導し、通信会社はドコモが核となる。独自の仕様に対応できるのが特徴。

27日（水）ソフトバンク・テクノロジー、オフィスや工場向けの消費電力管理事業に参入
日経産業 空調や照明などをメーカー問わず管理でき、iPadなどを使って電力消費量を確認したり機器のオン・オフを遠隔操作する。

27日（水）NTT東、光回線契約者向けにオンラインストレージサービスを提供
日経産業 ５ギガバイトの容量まで無料で、パソコンのほかスマートフォンなどの端末でもデータを閲覧可能。

28日（木）日本マイクロソフト、クラウド版「オフィス」を企業向けに発売
日経産業 クラウド経由で利用できる「オフィス」。海外では個人向けも発売するが、日本では企業向けのみの発売。

28日（木）NTTドコモ、新OS「タイゼン」搭載のスマホを発売へ
日経産業 米グーグルとアップルに次ぐ「第三極」のOSを目指す。既存のOSと異なり、スマホ向けサービス開発に制限がほぼ無い。
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業界ニュース　3月

1日（金） マイクロソフト、自社開発タブレット端末「サーフェス」を日本発売へ
日刊工業 米アップルへの対抗として自社開発端末を発売。ノートパソコン市場における従来のビジネスモデルが転換期を迎える。

4日（月） NTT東西、13年事業計画で光回線サービスの契約純増数45％減
日経産業 KDDIなどライバル通信会社との競争に加えスマホの普及が加速。12年度純増数は東西合計で80万件となる見通し。

4日（月） IT各社、サポート終了を控えた「ウィンドウズXP」の延命対策を強化
日刊工業 端末のOSにかかわりなくXP対応のアプリケーションを利用できる仕組みや、仮想化を組み合わせて提案する。

5日（火） 店舗や施設でのWi-Fi市場、新興企業が牽引
日経産業 ワイヤレスゲートは複数の携帯電話会社の基地局を利用できるサービスを提供。ホテルや店舗で展開するモビネクトなども。

5日（火） 情報処理推進機構、50万回以上ダウンロードされた不正アプリを発見
日経産業 「アンドロイド」用壁紙機能アプリを装い、スマホ内の位置情報やメールアドレスなどの情報が外部に送信されるとしている。

6日（水） 2013年スマホの世界出荷台数、携帯電話を逆転　-米IDC予測
日経産業 12年に世界最大のスマホ市場になった中国に加え、ブラジルやインドで大きく伸びる見通し。

6日（水） 情報処理推進機構、システム開発運用の手順等を定めた「共通フレーム」を改訂
日経産業 開発・運用の手順や用語などを定めた「共通フレーム」の4年ぶりとなる改訂版を公開。

6日（水） パナソニックシステムネットワークス、電力線通信の検証サービスを開始
日刊工業 パナソニックが提唱する「HDーPLC」が米商務省のスマートグリッド技術標準として認定され、検証環境を公開する。

8日（金） 世界の企業のIT戦略、日本は「ITを活用した商品開発を最優先」　─ガートナー調査
日経産業 各社CIOへIT戦略を聞き取り調査した結果、日本以外は「企業成長を加速する」が最多となった。

8日（金） 携帯各社など、スマホを活用して顧客を店舗に誘導する「O2O」が本格化
日経産業 スマホに割引情報などを配信し店舗に誘導する「オンライン・ツー・オフライン（O2O）」の利用が本格化している。

13日（水）春商戦売れ筋家電調査、ソニーやマイクロソフトがアップルを追撃　─日経調査
日経産業 スマホではソニーの「エクスペリア」が「iPhone」を猛追。タブレットではグーグルやアマゾンが好調となっている。

14日（木）スマホ・タブレット、利用可能なエリアが拡大
日経産業 都内の地下鉄でほぼ全域で携帯電話が利用可能になったほか、バスや飛行機の中でも無線LANが利用可能になっている。

14日（木）ケイ・オプティコム、ネットスーパー事業でヤマトシステム開発と提携
日刊工業 光回線とタブレット端末を用いて提供している生活支援サービスで両社のシステムを提携。物流などでも支援体制を整える。

19日（火）KDDI、中小IT支援サービスの地域4会社を設立
日経産業 中小企業のIT支援に加え、経営支援や光熱費のコスト削減、クラウド利用による業務効率改善などを支援する。

21日（木）IT各社、インターネットを使った選挙解禁に向けてネット選挙ビジネスが本番化
日経産業 ソーシャルメディアを活用して有権者の支持を広げる手法や、「なりすまし」による選挙妨害の対策などを売り込む。

21日（木）韓国、主要放送局や銀行などのコンピュータシステムが一斉にダウン
日刊工業 ハッキングによってウィルスに感染させるサイバー攻撃とみて、送信元などを追跡している。

25日（月）2012年国内ITサービス市場、前年比1.9％増で4年ぶりにプラス　─IDCジャパン調査
日刊工業 製造業の投資回復やスマホの普及、企業システムのクラウドへの移行などが要因。17年までプラス成長と予測している。

26日（火）ソフトバンク・テクノロジー、自治体の事業継続計画見直し支援を開始
日刊工業 グループ企業のヤフーやウィルコムの設備を活用してBCP関連商材を提供。データセンターも東西分散を提案する。

27日（水）携帯4社、都営地下鉄全線で携帯電話サービスを利用可能
日刊工業 都営地下鉄の全区間でインターネット接続やメール送受信が列車内で可能となる。

28日（木）2017年スマホ出荷台数予測、3530万台で携帯電話全体の84.4％に　─民間予測
日刊工業 全体の出荷台数は4100-4300万台で推移し、スマホの割合は12年の71％から84.4％に増える見通し。
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NTT東日本と西日本は l日、2013年度の事業計画の認可を
総務省に申請した。同時にまとめた12年度の光回線サービス

「フレッツ光」の契約純増数は計画値よりも約45％少ない東西
合計で80万件にとどまる見通し。KDDIなどライバル通信会社
との競争に加えスマートフォン（スマホ）の普及が加速してい
るため。割引サービスの拡大で収入も縮小傾向になっており、
経営環境は厳しさをましている。

12年度は当初東で80万件、西で65万件の純増を見込んでい
た。しかし、純増数は東が2回の下方修正で計画値の半分の40
万件、西も25万件減らし40万件にとどまる見通しだ。同日会
見した NTT東の井上福造取締役は「急激に経営環境が変化し、
計画が未達になった」などと述べた。 

13年度の純増数は東西各50万件の合計100万件。12年度
と比べて東西それぞれ10万件、合計で20万件増える見通しで、
料金割引制度の浸透や中小企業の開拓などを通じて計画達成
を見込む。ただ、NTT西の酒井紀雄取締役は「楽なハードルと
は思っていない」と指摘し、計画達成には相当な努力が必要と
の認識を示した。

従来型携帯電話からスマホへのシフトが進んでおり、単身
世帯を中心に光回線の解約が増えている。他の光回線事業者
や CATV会杜の攻勢も続いており、解約を防ぎながら安定し
た通信ができる固定通信の魅力をどう高めていくかが課題に
なる。

光回線、純増数45％減　NTT東西、計画比　12年度　スマホ普及で3月4日（月）
日経産業

KDDIは18日、中小零細企業向けの企業支援サービスを担
う地域会社を4社設立したと発表した。子会社の KDDIまとめ
てオフィス（東京・ 新宿）が大阪、名古屋、仙台、広島に地域会
社を設立し、4月から営業を始める。まとめてオフィスは中小
企業の IT（情報技術）関連需要を取り込み、通信以外の事業で
2012年度に50億円の売上高を15年度に500億円にすることを
めざす。

まとめてオフィスはこれまで東京に本社を構え、東京、名
古屋、大阪を中心に展開してきたが、地域ごとに会社を設立し、

営業体制を強化する。社員数は現在230人だが、新規採用を積
極的に進めグループ全体で15年度に2000人に拡充する。通信
事業も含めた KDDIとしての中小企業向け売上高を現在の2倍
の3千億円にする。 

具体的には、中小企業の IT支援に加え、起業・ 経営支援や
光熱費などのコスト削減、クラウドを利用した業務効率の改
善などを支援する。KDDIまとめてオフィスの佐藤司社長は

「中小企業の IT需要をまとめて受注し、経営者が本業に専念で
きるような環境をつくっていきたい」としている。

KDDIが地域4会社、大阪や仙台に設立　中小の IT支援3月19日（火）
日経産業

スマートフォン（スマホ）に割引情報などの情報配信し店
舗に誘導する「オンライン・ツー・オフライン（O2O）」の利用
が本格化している。ソフトバンクテレコムとヤフー、イオン
リテールの3社は7日、共同で O2Oサービスを始めると発表、
NTTグループも兵庫県西宮市などで実証実験を進めている。
通信各社は飽和する国内通信市陽での新たな成長源と位置付
け、今後も注力していく方針だ。

「IT（情報技術）の主な狙いはこれまでは生産技術やコス
トダウンだった。これから ITは売り上げの拡大に貢献する」。
都内で開いた記者会見でソフトバンクテレコムの宮内謙副社
長はこう意気込んだ。

3社で実施する O2Oは、ヤフーのサイト上に掲載した広告
からスマートフォン（スマホ）でバーコード情報を取り込み、
イオン店頭の発券機にかざすと商品と交換可能なクーポンを
入手できる。まずイオンリテールが運営する総合スーパー「イ
オン」約460店で始め、その後食品スーパー「マックスバリュ」
約1000店に拡大する。

6月からはこれらの店舗に順次、無線 LAN（構内情報通信網）
の小型基地局を置き、スマホがつながりやすい環境を整える。
来店するとイオンの電子マネー「ワオン」がたまるスマホ向け
アプリ（応用ソフト）も開発し4～9月中に首都圏の店舗で実験
する。7日の記者会見でイオンリテールの梅本和典社長は「リ
アル（実店舗）とウェブの融合により競争力を高めたい」と強調
した。

来店するとクーポンを入手できる仕組みは、ソフトバンク
テレコムとヤフーが昨年10月に「ウルトラ集客」という名称で
サービス提供を開始。現時点での採用店舗数は明らかにして

いないが、イオンとの連携で弾みを付け今後6000店舗に広げ
る計画という。 

イオンなど店舗にとっては紙のチラシなどの販促費を抑え
つつ集客を増やせる利点がある。一方でソフトバンクテレコ
ムとヤフーは日用品や食品メーカーなどに広告出稿を働き掛
け、広告料を得る。クラウド上にクーポンの利用場所や時間な
どのデータを蓄積し、マーケティングの改善提案サービスに
もつなげる。

通信会社も O2Oの取り組みを加速させている。NTTドコモ
は2月、来店客のスマホにポイントや電子クーポンを配信する
サービスを始めた。 

ドコモを含む NTTグループ4社や博報堂も、昨年10月から
阪急阪神グループと組み、店頭の端末にスマホをかざすとポイ
ントやクーポンを受け取れるサービス「スマートスタシア」を
始めた。 

スマホの位置情報を活用して施設内の行きたい店まで道案
内したり、飲食店では自分の順番になると電話がかかってきて
行列待ちを不要にしたりする機能も設けた。5月まで実証実験
を続け今後の地域密着型サービスの創出につなげる狙いだ。

通信各社が O2Oに注力するのは、収入源を通信料金だけに
頼る体質を変える狙いがある。コンサルティング料金やシス
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業界ニュース　3月

1日（金） マイクロソフト、自社開発タブレット端末「サーフェス」を日本発売へ
日刊工業 米アップルへの対抗として自社開発端末を発売。ノートパソコン市場における従来のビジネスモデルが転換期を迎える。

4日（月） NTT東西、13年事業計画で光回線サービスの契約純増数45％減
日経産業 KDDIなどライバル通信会社との競争に加えスマホの普及が加速。12年度純増数は東西合計で80万件となる見通し。

4日（月） IT各社、サポート終了を控えた「ウィンドウズXP」の延命対策を強化
日刊工業 端末のOSにかかわりなくXP対応のアプリケーションを利用できる仕組みや、仮想化を組み合わせて提案する。

5日（火） 店舗や施設でのWi-Fi市場、新興企業が牽引
日経産業 ワイヤレスゲートは複数の携帯電話会社の基地局を利用できるサービスを提供。ホテルや店舗で展開するモビネクトなども。

5日（火） 情報処理推進機構、50万回以上ダウンロードされた不正アプリを発見
日経産業 「アンドロイド」用壁紙機能アプリを装い、スマホ内の位置情報やメールアドレスなどの情報が外部に送信されるとしている。

6日（水） 2013年スマホの世界出荷台数、携帯電話を逆転　-米IDC予測
日経産業 12年に世界最大のスマホ市場になった中国に加え、ブラジルやインドで大きく伸びる見通し。

6日（水） 情報処理推進機構、システム開発運用の手順等を定めた「共通フレーム」を改訂
日経産業 開発・運用の手順や用語などを定めた「共通フレーム」の4年ぶりとなる改訂版を公開。

6日（水） パナソニックシステムネットワークス、電力線通信の検証サービスを開始
日刊工業 パナソニックが提唱する「HDーPLC」が米商務省のスマートグリッド技術標準として認定され、検証環境を公開する。

8日（金） 世界の企業のIT戦略、日本は「ITを活用した商品開発を最優先」　─ガートナー調査
日経産業 各社CIOへIT戦略を聞き取り調査した結果、日本以外は「企業成長を加速する」が最多となった。

8日（金） 携帯各社など、スマホを活用して顧客を店舗に誘導する「O2O」が本格化
日経産業 スマホに割引情報などを配信し店舗に誘導する「オンライン・ツー・オフライン（O2O）」の利用が本格化している。

13日（水）春商戦売れ筋家電調査、ソニーやマイクロソフトがアップルを追撃　─日経調査
日経産業 スマホではソニーの「エクスペリア」が「iPhone」を猛追。タブレットではグーグルやアマゾンが好調となっている。

14日（木）スマホ・タブレット、利用可能なエリアが拡大
日経産業 都内の地下鉄でほぼ全域で携帯電話が利用可能になったほか、バスや飛行機の中でも無線LANが利用可能になっている。

14日（木）ケイ・オプティコム、ネットスーパー事業でヤマトシステム開発と提携
日刊工業 光回線とタブレット端末を用いて提供している生活支援サービスで両社のシステムを提携。物流などでも支援体制を整える。

19日（火）KDDI、中小IT支援サービスの地域4会社を設立
日経産業 中小企業のIT支援に加え、経営支援や光熱費のコスト削減、クラウド利用による業務効率改善などを支援する。

21日（木）IT各社、インターネットを使った選挙解禁に向けてネット選挙ビジネスが本番化
日経産業 ソーシャルメディアを活用して有権者の支持を広げる手法や、「なりすまし」による選挙妨害の対策などを売り込む。

21日（木）韓国、主要放送局や銀行などのコンピュータシステムが一斉にダウン
日刊工業 ハッキングによってウィルスに感染させるサイバー攻撃とみて、送信元などを追跡している。

25日（月）2012年国内ITサービス市場、前年比1.9％増で4年ぶりにプラス　─IDCジャパン調査
日刊工業 製造業の投資回復やスマホの普及、企業システムのクラウドへの移行などが要因。17年までプラス成長と予測している。

26日（火）ソフトバンク・テクノロジー、自治体の事業継続計画見直し支援を開始
日刊工業 グループ企業のヤフーやウィルコムの設備を活用してBCP関連商材を提供。データセンターも東西分散を提案する。

27日（水）携帯4社、都営地下鉄全線で携帯電話サービスを利用可能
日刊工業 都営地下鉄の全区間でインターネット接続やメール送受信が列車内で可能となる。

28日（木）2017年スマホ出荷台数予測、3530万台で携帯電話全体の84.4％に　─民間予測
日刊工業 全体の出荷台数は4100-4300万台で推移し、スマホの割合は12年の71％から84.4％に増える見通し。
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はじめに
　一般社団法人情報通信設備協会（以下 ITCA）信越
地方本部では、平成24年10月25・26日に行われた
新潟国際ビジネスメッセ2012（以下 :ビジネスメッ
セ）への出展を行った。さらに、26日10時30分よ
りビジネスセミナーを主催した。これらの出展なら
びにセミナー主催は、平成21年より毎年行っており、
併せて、今回も出展者向けネットワーク工事を主催
者から受注した。それらについてご報告するととも
に、ご協力いただいた関係各位に対し、以下に団体
名ならびに講師名を記することでお礼とさせていた
だく。

1．新潟国際ビジネスメッセ2012について
　　（http://www.messe-niigata.jp/）
　新潟市ならびに財団法人新潟インダストリアルプ
ロモーションセンター等が組織する実行委員会が主
催し、毎年秋に新潟市内で行う産業見本市で、今回
で第16回を数える。
　平成24年10月25・26日の両日新潟市産業振興セ
ンターにて行われ、来場者は初日が5,299名、二日目
が4,596名で、本年度は、中小製造業各社の精密加工
技術を駆使して作成したコマによる喧嘩コマ対戦の

北信越予選が行われたため、昨年に比べて二日目の
来場者が増加した。

2．ブース出展について
　昨年度までの LANケーブル製作体験は行わず、主
催するビジネスセミナーのアピールのためブース出
展を行った。ただし、セミナーは二日目午前中で終
了するため、ビジネスセミナー関係の展示の他、サ
ンテレホン株式会社にも協力いただき、WEBカメ
ラをデモンストレーション展示した。説明員として、
同社情報通信本部本社営業部の方々および新潟県内
の ITCA会員各社の従業員にも協力いただいた。
　ブースでは WEBカメラの市場調査のため、この
ような製品をどこから購入するかについて、簡単な
アンケートに答えていただいたが、ブース来場者は
ICT業界関係者が多く、必ずしも有効なアンケート
形式ではなかったと考えられる。なお、本年は展示
会場でのプレゼンテーションは行わなかった。

3．ビジネスセミナー開催について
　本年度は、独立行政法人宇宙航空研究開発機構

（JAXA）の久保田孝教授を招聘し、「小惑星探査機 
はやぶさ 帰還成功の裏には高度な情報通信技術が

新潟国際ビジネスメッセ2012
★出展およびビジネスセミナーの開催報告★

信越地方本部

地方本部だより

ビジネスセミナー模様ITCA展示ブース

　今回で16回目の新潟国際ビジネスメッセは、新潟地域のものづくりや情報、環境分野などの企業に加えて、大
学をはじめとした先駆的な技術開発を行う研究機関が一堂に会する、産・学の英智を結集した新潟県内最大級の
産業見本市です。会場では出展者から優れた新製品や新技術が紹介されるとともに、既存産業の高度化や新産業
の創出につながる研究成果の紹介も行われ、最新の企業情報や商談の場を得ることができるようブース展示の他、
ビジネスに役立つセミナーも開催され、大きなビジネスチャンスの場として活用されています。
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あった」と題した講演を主催、主管した。なお、この
講演は新潟市ソフトウェア産業協議会および信越情
報通信懇談会との共同主催であった。来場者は58名
で、昨年度とほぼ同数であったが、他セミナーの大
部分で前年割れとなっているなかで健闘したと考え
られる。また、1時間半の講演では物足りないとい
う意見も多々聞かれ、来場者には好評であった。

4．展示ブース出展者向けLAN工事について
　本年度も主催者から、出展者および主催者が使
用するブロードバンドインターネット回線工事を
ITCAとして受注した。また、主催者設置のファク
スへの臨時電話回線の工事も合わせて受注した。昨
年同様、新潟通信サービスの光回線利用により、大
容量回線1本で賄うこととし、会場内はメタルケー
ブルによる配線を ITCA会員各社が作業分担して
行った。
　当初計画では、前日24日に工事を行うこととして
いたが、コマ対戦ブースで24日午前中より使用し
たいとの意向があり、23日に施工を行った。そのた
め、各出展者への配線サポートについての対応人員
が24日午前中不在となった。施工日の変更は、コマ
対戦担当者に出展マニュアル遵守の意識が欠落して
いたことと、コマ対戦ブースが主催者側ブースなの

かも不明確なままであったことが原因であり、主催
者として対応に一貫性が欠けていた。ITCAとして
も、23日分工事料金について請求先が無く、会員各
社の施工担当者にも多大な負担をかけ、次年度への
課題を残した。
　また、SaaSやクラウドサービスを利用し、展示
ブースから送出したデータを、外部処理後再び展示
ブースに戻すようなアプリケーションが増加したた
め、十分な速度が出ない場合も見受けられた。今後
は、会場内のスイッチングHUBの高速化、インテリ
ジェント化も必要であると考えられる。

講演者の久保田孝教授（右）と樋口信越地方本部長（左）
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まずは危機管理の面から注目を集めたクラウド
東日本大震災では、多くの医療機関で ICT機器が
破損、水没し、さらに津波などで患者のカルテや検査
データなど重要な医療情報が流されてしまった。こ
れにより、被災地では、患者の既往歴、服薬情報など
必要な情報が無く、医療行為に大きな支障が出たこと
は記憶に新しい。
震災から2年。復興庁によると、現在も公営、仮設、
民間住宅や病院、さらに親族、知人宅に身を寄せる避
難者は約31万5千人（平成25年2月15日現在）。避難
者の中には、長年住み慣れた地域で受けてきた診療の
記録が震災で損失してしまった被災者も多く、避難先
では、既往症や投与中の薬といった基本情報を欠いた
まま受診をせざるを得ないケースもいまだに多いと
言われている。そこで注目されているのが、クラウ
ドコンピューティング技術を活用した医療情報の維
持・管理である。

宮城県では、電子カルテなど医療情報などの損失を
受けて、医療機関や介護施設などを情報ネットワーク
で結んでカルテ情報の共有化を目指す「みやぎ医療福
祉情報ネットワーク協議会」を設立。震災の被害が大
きかった石巻市と気仙沼市の両医療圏で情報共有基
盤の構築を始めている。病院、診療所、介護施設、薬
局など50以上の拠点を専用回線で結んだ上で、電子
カルテを内陸部のサーバに保管するシステムをクラ
ウドベースで構築する計画となっている。最終ゴー
ルである全県単位の医療クラウドセンターの構築を
目指して取り組みが進められている（図1）。
ここにきて、自治体も関わるパブリックなクラウ
ドに加えて、個々の病院が独自にクラウド導入に踏み
切る動きも活発化している。安全性を気にして医療
データを外部に出すことをためらっていた病院経営
者が震災を機に危機管理意識に芽生え、クラウドの
活用を選択するようになってきているのだ。

危機管理から地域連携へと活躍場所が広がる医療クラウド
～新たなステージに入った医療分野における ICT利用～

株式会社  情報通信総合研究所　マーケティング・ソリューション研究グループ

IT最前線

（図1）石巻市と気仙沼市の情報共有基盤 

東日本大震災を契機に、医療分野では、クラウドコンピューティングを医療情報の安全管理に利用する取り組み
とともに、一歩進めてクラウドを地域医療の高度化につなげようという試みが活発化している。今号では、新た
なステージに入った医療分野における ICT利用最前線を追ってみた。

出所：各種資料を基に情報通信総合研究所作成
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お薬手帳の優位性を「電子版」でも提供
一方、東日本大震災では、調剤された薬の内容が記
載された紙媒体の「お薬手帳」が役立ったという実態
があった。これをヒントに、「電子版お薬手帳」の実
用化に向けての動きも出てきている。香川県高松市
では、住民がパソコンや携帯電話から自分の調剤情
報や服薬情報を閲覧できる「電子版お薬手帳」を試験
的に導入。大阪府薬剤師会も「大阪 e-お薬手帳事業」
を進めており、患者が携帯電話やスマートフォンを
使って調剤情報を閲覧できるシステムを開発してい
る。さらに、イオンもスマートフォンやパソコンで
薬の服用、残薬管理、血圧や体重などのデータを自己
管理する「からだメモリ」サービスを始めている。
これらの先行的な取り組みを後押しするように、政
権交代後、国は処方箋（医師が薬剤師に対して発行す
る調剤薬の指示）の電子化に向けて動き出し、実現に
向けて具体的な検討を始めている。

クラウドが担う地域医療の連携とは
震災直後にわかに注目が集まったクラウドだが、そ
の後の日常的な医療においても効果を発揮している。
被災地である宮城県石巻市に分院を設立した「祐
ホームクリニック」では、クラウドを使った在宅医療
システムを構築し、ネット上で管理している医療デー
タをパソコン、スマートフォン、カーナビから操作し
て、さまざまな職種にまたがるスタッフ間での情報共
有や業務連携に役立てている。医師、看護師、薬剤師、
介護など、さまざまな職種のスタッフが患者と接して
得られた情報を共有しトータルなケアに役立てている。
また九州でも、在宅医療に取り組む診療所が、地元
医師会と協力してクラウドによる情報連携を進めてお
り、医師が外出先で症状の変化などをタブレットで事

前に把握し、臨機応変に訪問時のリハビリテーション
の方法を変えるなど、看護師やヘルパーとの間で効果
的な連携が取れるようになったという報告もある。
日本では現在、高齢者や慢性疾患など長期にわたる
治療やケアが必要な患者が増えており、クラウドによ
る情報管理は、安全性や経済性というメリットだけで
なく、医療分野から介護分野にまたがる広範囲の情報
共有や保管したデータの有効活用によって地域医療の
発展に寄与するという社会的意義も担っている。

どんなときでも安心安全な医療の実現に向けて
東南海地震、首都直下地震など次なる震災も懸念さ
れる中で、患者が固有の IDで自分の医療・健康デー
タにいつでもアクセスでき、全国どこの病院でもかか
りつけ医のような均質なサービスを受けられるよう
になれば・・・。このような取り組みは今後急務だ。
既に海外では、米国、イギリス、デンマーク、フラ
ンスなどで、統一 IDでの個人医療情報のデータベー
ス化が図られ医療機関で活用されている。生涯にわ
たって蓄積される医療データがあれば、検査の重複や
投薬の防止などに役立ち、災害時にもかかりつけ医で
はなくても適切な診療や投薬指導が行える。さらに
国は、蓄積した膨大な医療データを新たな治療法や医
薬品開発に役立てるといった、ICTを活用した新しい
医療のあり方について、検討を始めている。
震災を機に動き出したクラウドベースの医療情報
連携ネットワーク（図2）構築の取り組みはまだ始まっ
たばかりだが、震災の苦い経験を教訓に、どんなとき
でも安心安全な医療が受けられる社会の実現を目指
して、ICTを活用した医療はいま新たなステージに進
もうとしている。

（図2）医療情報連携ネットワークの一例

出所：各種資料を基に情報通信総合研究所作成
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まずは危機管理の面から注目を集めたクラウド
東日本大震災では、多くの医療機関で ICT機器が

破損、水没し、さらに津波などで患者のカルテや検査
データなど重要な医療情報が流されてしまった。こ
れにより、被災地では、患者の既往歴、服薬情報など
必要な情報が無く、医療行為に大きな支障が出たこと
は記憶に新しい。
震災から2年。復興庁によると、現在も公営、仮設、

民間住宅や病院、さらに親族、知人宅に身を寄せる避
難者は約31万5千人（平成25年2月15日現在）。避難
者の中には、長年住み慣れた地域で受けてきた診療の
記録が震災で損失してしまった被災者も多く、避難先
では、既往症や投与中の薬といった基本情報を欠いた
まま受診をせざるを得ないケースもいまだに多いと
言われている。そこで注目されているのが、クラウ
ドコンピューティング技術を活用した医療情報の維
持・管理である。

宮城県では、電子カルテなど医療情報などの損失を
受けて、医療機関や介護施設などを情報ネットワーク
で結んでカルテ情報の共有化を目指す「みやぎ医療福
祉情報ネットワーク協議会」を設立。震災の被害が大
きかった石巻市と気仙沼市の両医療圏で情報共有基
盤の構築を始めている。病院、診療所、介護施設、薬
局など50以上の拠点を専用回線で結んだ上で、電子
カルテを内陸部のサーバに保管するシステムをクラ
ウドベースで構築する計画となっている。最終ゴー
ルである全県単位の医療クラウドセンターの構築を
目指して取り組みが進められている（図1）。
ここにきて、自治体も関わるパブリックなクラウ
ドに加えて、個々の病院が独自にクラウド導入に踏み
切る動きも活発化している。安全性を気にして医療
データを外部に出すことをためらっていた病院経営
者が震災を機に危機管理意識に芽生え、クラウドの
活用を選択するようになってきているのだ。

危機管理から地域連携へと活躍場所が広がる医療クラウド
～新たなステージに入った医療分野における ICT利用～

株式会社  情報通信総合研究所　マーケティング・ソリューション研究グループ

IT最前線

（図1）石巻市と気仙沼市の情報共有基盤 

東日本大震災を契機に、医療分野では、クラウドコンピューティングを医療情報の安全管理に利用する取り組み
とともに、一歩進めてクラウドを地域医療の高度化につなげようという試みが活発化している。今号では、新た
なステージに入った医療分野における ICT利用最前線を追ってみた。

出所：各種資料を基に情報通信総合研究所作成
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　スマートフォン／タブレット端末を活用する企業
は、どの程度増えているのか。 2012 年 11 月に矢野
経済研究所が発表した ｢スマートデバイスに関する
法人アンケート調査結果 2012｣ によれば､ スマート
フォンの導人率は 11 年調査時の 11.0％に対して 12 年
は 17.8％に伸び､ タブレット端末は 9.2％から 18.4％
と倍増したという。2013 年度はさらなる市場の拡大
が期待される。
　スマートデバイスの業務利用は 10 年頃から先進的
なユーザーが取り組みを始め、企業数、活用範囲と
もに広がってきた。導人形態とその目的を大きく分
けると、次の 3 つに整理できる（図表）
　1 つが､ 携帯電話からスマートフォンヘの置き換え
だ。コミュニケーションと情報共有の円滑化が目的
となる。通話と携帯メールだけの携帯電話から､ 社
内メール／グルーブウェアや SNS､ ビデオなど広範
なツールを活用できる環境へと変化する。また、電
話に関しても、IP 電話を使った通話コスト削減、内
線端末化も人気を集めている。
　2 つ目は、PC や業務専用端末からの置き換えだ。
スマートデバイスは端末購入費が安く済む。PC に

比ベて資科の作成 ･ 編集作業には難があるが、閲覧
が主であったり、簡単な入力作業で十分な場面では、
持ち運びやすさや操作性､ 起動の早さといった特徴
を活かし、業務スピードを向上させることができる。
　3 つ目は､ スマートデパイスを使って業務形態を大
きく変えたり、新しい付加価値を生み出そうとする
ものだ。営業プレゼンや接客において､ 紙のパンフ
レットに代えてタブレット端末を使うケースがこれ
に当たる。会議資料をタブレットで閲覧するペーパー
レス会議等もその一例だ。
　これらの分野ではすでに先行ユーザーが成果を挙
げており、アプリやサービスの種類も豊富だ。新年
度を迎える今､ 成功事例に触発されてスマートデバ
イスの業務利用に取り組み始める企業も少なくない。
そうした “ 初心者 ” ユーザーに適した､ 導人効果がわ
かりやすい用法を中心に、活用ツールの最新トレン
ドと、商材選びのポイントを探っていこう。

セキュリティと利便性を両立
　スマートデバイス導人企業の大半が出発点とする
のが、メール／グループウェアの利用だ。先述の矢

進化するスマートデバイス活用ツール
スマホを業務端末の主役に

業界特集

メール／グルーブウェアに代表される“定番”から業務端末の置き換えまで、スマートデバイスの利用分野が広
がっている。導入効果が明確で提案しやすいものを中心に、活用ツールの最新動向をレポートする。

文◎坪田弘樹（本誌）

目　的 ツールの例

携帯電話の
置き換え

●コミュニケーション活性化
●情報共有の円滑化

●グループウェア
●チャット、SNS
● IP電話、FMC
●テレビ╱Web会議

PC、業務端末の
置き換え

●端末コストの削減
●モビリティ向上

●ファイル共有、クラウド型ストレージ
●リモートアクセス、仮想デスクトップ
●SFA、CRM
●（特定業種向け）タブレットPOS　等

非 IT領域の
業務変革

●高付加価値な新業務創出
●コスト削減

●コンテンツ配信╱閲覧
　（営業プレゼン等）
●ペーパーレス会議

（図表）スマートデバイスの導入形態と目的
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野経済研究所の調査では、スマートフォンの導入目
的について 78.5％が ｢E メール閲覧｣ を､69.3％が「社
内情報（グループウェア､ 社内 SNS､ 社内ポータル
など）の閲覧｣ と回答している。
　その他の情報システム（顧客管理や営業日報､ ファ
イルシステム等）も含め、社内データをリモートで
活用する際には、セキュリティ対策ツールの導人が
必須となる。
　セキュリティ対策のポイントは､ ①端末内のデー
タと②通信経路をいかに守るか、そして､ ③不正な
利用をいかに防ぐか－社員の不正利用を防ぐ（③ -1）、
および不正なデバイス ･ ユーザーからのアクセスを
防ぐ（③-2）－にある。②についてはVPNや閉域網サー
ビスを､ ③ -1 については MDM､ ③ -2 はワンタイム
パスワードやデバイス証明書などを利用することで､
リスクを軽減できる。
　一方、アプローチが大きく別れるのが①だ。端末
内にデータを残さない運用形態とするのか､ 残った
データを暗号化やリモートロック／ワイプ等で守る
のか、2 つのアプローチが考えられる。
　安全性が高いのは前者だ。画面転送型のリモート
デスクトップや仮想デスクトップで､ 社内の PC 画面
を遠隔から操作する、あるいは､ ブラウザで社内シ
ステムを操作し、使用後はデータを削除する方法が
主流だ。
　この場合に問題となるのが操作性だ。マウスとキー
ボードを前提とした PC 画面をタッチ UI で操作する
ので、スマートデバイスの利点が損なわれる。ブラ
ウザを使う場合も、レスポンスや操作性が犠牲になる。
　この弱点を補うソリューションを展開しているの
がレコモットだ。同社のモバイルソリューション
｢moconavi｣ は、端末内にデータを残さずに社内シス
テム（Exchange server や Domino Server､ Dynamics 
CRM 等）やクラウドサービス（GoogleApps､Salesforce
等）を利用できる独白のアプリを使う。代表取締役
CEO の東郷剛氏は ｢データを残さず、かつネイティ
ブアプリの操作感も実現している点が好評で、それ
が大手企業を中心に導入が進んでいる理由｣ と話す。

電話だって進化する
　“ 定番 ” であるメール／グループウエアの活用に加
えて、その他のコミュニケーションツールにも活用
の幅を広げることで､ 他社と差を付けた提案も可能
になろう。まず手を付けたいのが電話だ。スマート
フォンの内線化（FMC）や、IP 電話サービスとの連

携が有効だ。
　内線化の方法は､ ①通信キャリアの FMC サービス
を利用するものと、②スマホにソフトフォンアプリ
を入れて IP-PBX の内線端末として収容するものとの
2 つがある。①は、通話品質の安定性がメリットだが、
同一キャリア内に内線通話先が絞られる。②は、キャ
リアを問わず内線化できるが､ 3G/LTE､ WiFi 経由
の VoIP 通話となるため、音声品質が利用環境に左右
される。どちらの方式にも一長一短がある。
　現状では、通話品質を優先して①を選択するユー
ザーが多いとみられるが､ 端末数が増えればサー
ビス利用料がかさむ。FMC を導入した企業からは、
｢IP-PBX メーカーの内線アプリさえ整えば､（②の）
アプリ型に変える｣ という声も聞こえてくる。
　もう 1 つ､ ②で見逃せないのが､ アプリの作り込
みによって電話の使い勝手そのものを向上させられ
る点だ。例えば､ IP-PBX 内の電話帳データを遠隔か
ら操作する形態として、端末内にデータが残らない
ようにしたり、管理者側で一括更新できるようにす
る。また、通話相手のプレゼンスを表示させたり、メー
ルやチャットとコンタクト履歴を統合するといった
使い方も広がる。
　このような IP-PBX との内線連携まで実現するに

スマートフォンを内線化する FMCや、プレゼンス／ IM等と連
携するユニファイドコミュニケーション端末として利用するソ
リューションも次々登場している。

タブレット端末の利用シーンの1つとして定着しそうなペー
パーレス会議。写真は、NECネッツエスアイが提供する
｢SmoothMeeting｣
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きく変えたり、新しい付加価値を生み出そうとする
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　これらの分野ではすでに先行ユーザーが成果を挙
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度を迎える今､ 成功事例に触発されてスマートデバ
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がっている。導入効果が明確で提案しやすいものを中心に、活用ツールの最新動向をレポートする。

文◎坪田弘樹（本誌）

目　的 ツールの例

携帯電話の
置き換え

●コミュニケーション活性化
●情報共有の円滑化

●グループウェア
●チャット、SNS
● IP電話、FMC
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PC、業務端末の
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はある程度のコストと時間もかかるが、より安価
に、IP 電話サービスを使って社員間の通話を無料化
する（スマホで 050 番号を使う）こともできる。特
に BYOD 環境では、ビジネス用に 050 番号を使えば、
プライベートを侵食されることがなくなり、通話料
の公私分計も容易になる。
　コンシューマ市場では LINE をはじめ、無料の
VoIP 通話が普及した。要件や相手の状況に合わせて
チャッﾄ ･SNS と音声通話を使い分け､ コミュニケー
ションのリアルタイム性を高めるスタイルも定着し
てきている。その便利さとコスト削滅効果は、ビジ
ネスの場にもぜひ活かすべきだ。
　企業向けの IP 電話サービスとしては、NTT コミュ
ニケーションズの ｢050 plus for Biz｣ がある。通話科
が削誠できるだけでなく、複数 ID の一括請求によっ
て精算業務を簡略化したり、「.Phone IP Centrex｣ を
契約すればオフィス内の IP 電話と内線番号で通話で
きたりといった多様な機能を備えている。

“ 人気の無料アプリ ” を企業ヘ
　VolP 通話や、チャット・SNS の便利さは、コンシュー
マ市場で無料アプリ／サービスが登場するとともに、
瞬く間に普及した。このように、ユーザーが効果を
認識しており、使い方にも慣れている活用法は、企
業にも積極的に提案すべきだ。
　それに該当するものにもう 1 つ、ファイル共有／
オンラインストレージがある。1 人のユーザーが状
況に応じて多様なデバイスでファイルを利用したり、
多数のユーザーがファイルを共用できる。コンシュー
マ市場では、Evernote や DropBox 等の無料サービス
が火付け役となった。
　企業向けには、無料サービスと差別化するため、
セキュリティ対策機能や、管理負荷を削減する機能
を付与したものが多くリリースされている。具体的
には、データ暗号化やウイルスチェック､ IP アドレ
ス制限､ SSL 通信、アクセス権限 ･ 履歴の管理といっ
た機能がある。
　携帯キャリアも含めて､ 多くのベンダーがファイ
ル共有サービスを提供しており、機能 ･ 料金面での
競争は熾烈だ（例えば ｢KDDI ファイルストレージ｣
は、1ID 当たり容量 10G で月額 315 円）。では、サー
ビスを選ぶ際のポイントは何か。アサヒビールや五
洋建設など大手企業の採用実績も多い伊藤忠テクノ
ソリューションズの ｢SmartBiz+｣ の場合､ 管理機能
の充実度と、国内データセンターで運用している点

などが評価につながっているという。
　フォルダごとのアクセス権限やアカウント期限､
端末側にデータを残すか残さないかの設定が行えた
り、利用ログを監査できたりといった管運者機能で
Dropbox 等の無料サービスと差別化。企業の組織形
態や業務フローに沿ったかたちで利用できる。また、
利用者側の機能についても、現場の映像をカメラで
写し、自動でクラウド上にアッブロードするなどの
機能を備える｡ 料金体系についても、ストレージ容
量の追加料金を 1GB 当たり月額 30 円とし､ 細かく追
加できるように工夫されている。

位置情報、内蔵カメラを活かす
　コンシューマの間では、位置情報や､ カメラ映像 ･
写真をコミュニケーションの円滑化､ 情報共有に活
用するのも、スマートフォンの活用法として広く浸
透している。これも、ビジネスに活用するヒントに
なる。
　位置情報を活用したものの例が、レッドフォック
スが提供する ｢GPS Punch!｣ だ（下写真）。社員の動
きをリアルタイムに見える化して瞬時に効果的な指
示を出したり、動きのログを分析して戦略検討の材
料にすることができる、営業や配送､ 巡回点検など､
対象となる業種も幅広い。
　1 タップの操作で出退勤報告ができる勤怠管理機能
も備える。スマートフォンアプリ側の機能と操作は
シンプルで使いやすいものとし、各端末のデータを
集約するセンター側の機能を充実させている点がミ
ソだ。管理側は PC やタブレット画面で社員の位置と
状況（作業開始／終了､ 休憩など）を詳細に把握で
きる。
　カメラの活用については、テレビ会議や Web 会議
の端末として利用するケースが多いが､ そのほかに、
監視カメラとして使おうというユニークな試みも出
てきた。

位置情報を使って社員の動きを見える化する｢GPS Punch!｣。ス
マートフォンから出退勤の報告等も可能。PCやタブレット画面で
メンバーの位置や状況をリアルタイムに把握できる。
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　ネットワークカメラの管理 ･ 映像録画ソフトウェ
ア ｢ArobaView｣ を提供するルクレは、2 月に発売し
た新バージョン ｢ver3.0.0｣ で､ スマートデバイスに
対応した。監視カメラの映像をスマートデバイスの
画面で閲覧したり、カメラの向きやズームの操作を
行えるものは少なくないが、同社のユニークな点は、
スマートフォンをネットワークカメラとして使用し、
モニタリングや録画を可能にしたこと。ネットワー
クカメラを購人するよりも手軽に用意でき､ 持って
移動することもできる。

POSの導入コストは数分の1に
　このような汎用的な業務に活用が広がる一方で､
タブレット端末については、特定の業務シーンに的
を絞った提案も有効だ。特にソリューション開発が
活発なのが、タブレット端末を使った POS システム
や会議資料の電子化ソリューションだ。
　2011 年からタブレット端末を活用した POS システ
ム ｢EC-Orange POS｣ を提供しているエスキュービ
ズムは、専用 POS や PC-POS からの置き換えによる
コスト削減効果や導入容易性に加え、機能の多様性
も訴求しつつ導人ユーザーを伸ばしている。同社 ･
ソリューション事業部営業推進部の碓井宣忠氏によ
れば､ PC-POS との比較では ｢初期費用を 3 分の 1 程
度にできるケースもある｣ という。
　さらに、元来 EC システムを手掛けてきたノウハ
ウも同社の強みとなっている。店舗とネットショッ
プで顧客情報を一元管理し、店頭の商品 ･ 売上情報､
顧客情報を EC システムと連動させて分析する機能等
が特徴だ。同社 ･ ソリューション事業部営業推進部
の碓井宣忠氏によれば､ 店頭で即座に来店客の属性
や履歴を参照できる ｢顧客カルテ（写真）が非常に
好評｣ だ。
　会議端末としてタブレット端末を活用する企業も
増えている。テレビ会議 /Web 会議にスマートフォ
ン／タブレット端末から参加すれば、高価な専用端
末がいらず、PC に比ベて場所の制限も無くなる。ま

た、会議資料を電子化してタブレット端末で閲覧す
るためのペーパーレス会議ソリューションも各ベン
ダーの機能開発競争が激しい。コンテンツの配信と
管理を簡便に行い、会議の進行もスムーズに行える
よう、使い勝手に工夫を凝らしている。
　閲覧ページや書き込み内容の同期といった会議進
行を助ける機能のほか、会議資料の PDF 変換／配信
の自動化､ ユーザー認証､ 会議後の保管 ･ 検索等の
機能など､ 会議を準備するスタッフの手間を削減す
る機能も充実してきた。紙 ･ 印刷代の削減効果より
もむしろ、会議前後の作業負荷が減ったことを評価
するユーザーが多い。
　こうした活用法は､ iPad が登場したばかりの頃か
ら多くの企業が取り組み､ 関連サービスの進化も著
しい。対象となる業種が多く、効果も明確なため､
提案しやすいソリューションと言えよう。機能 ･ 価
格面での差別化も進んだ今こそ､ スマートデバイス
提案のチャンスだ。

タブレット端末を使ったPOSシステム｢EC-OrangePOS｣。画
面遷移を少なくし素早く注文入力ができる操作性のほか、ECサイ
トの顧客情報等とも連携できる｢顧客カルテ｣（上）が特徴

ネットワークカメラ監視ソフトウェア「Arobaview」は、カメラ
からの映像をスマートデバイスでモニタリングするだけでなく、反
対に、スマートデバイスのカメラ映像を監視業務に利用すること
もできる

（出典：テレコミュニケーション2013年4月号）
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1．日　時
　平成 25 年 6 月 12 日（水）　午後 2 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 59 回定時総会
　議案　（1）平成 24 年度事業報告
　　　　（2）平成 24 年度決算報告

　　　　　平成 24 年度監査報告
　　　　（3）平成 25 年度事業計画
　　　　（4）平成 25 年度予算
　　　　（5）役員選任の件
　　　　（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、
奮ってご参加を下さい。
5．お願い

総会の成立には、定款第 17 条により正会員の過半
数の出席（または委任状）が必要です。総会にご
出席いただけない場合は、4 月下旬にお送りいた
します「ご案内」に同封の委任状にご記入、署名、
押印の上、5 月 20 日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 03-5640-6508　　　http://www.itca.or.jp
７．会場案内図　

　　　　　　　　　　　　　

 　　 

平成25年度定時総会（第59回）のご案内

　一般社団法人情報通信設備協会の第 59 回定時総会を下記のとおり開催いたしますので、会員の皆様には多数のご出席
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
会にもご出席をお願いいたします。
　なお、詳細につい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 5/22（水） 14:30 メルパルク東京 港区芝公園 2-5-20
信　越 6/  5（水） 15:00 チサンホテル新潟 新潟市中央区笹口 1-1
東　海 5/23（木） 16:00 ホテルクラウンパレス浜松 浜松市中区板屋町 110-17
北　陸 5/24（金） 17:00 ホテル日航金沢 金沢市本町 2-15-1
関　西 5/15（水） 15:00 中央電気倶楽部 大阪市北区堂島浜 2-1-25
中　国 5/31（金） 15:00 メルパルク広島 広島市中区基町 6-36
四　国 5/24（金） 16:00 ホテル JAL シティ松山 松山市大手町 1-10-10
九　州 5/15（水） 16:00 ホテル福岡ガーデンパレス 福岡市中央区天神 4-8-15
東　北 5/22 （水） 15:00 ハーネル仙台 仙台市青葉区本町 2-12-7
北海道 5/29 （水） 16:30 ホテルノースシティ 札幌市中央区南 9 条西 1 丁目

平成25年  地方本部総会開催日程
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　「LAN 実機トレーニング研修」を受講し「情報ネットワークプランナー・マスター」資格試験に合格された会員会社に
対して、引続き 2 万円の受講料の助成を行う。

平成25年度本部主催研修のご案内
　平成 25 年度の本部主催研修を次のとおり実施いたします。情報通信端末技術の基礎である LAN 技術者の育成とスキ
ルの向上を図るため、研修内容の見直しとコースの新設を行い、一層の充実を図りましたので、是非、受講されること
をお勧めいたします。

◎助成金について

区　別 9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00

第 1 日 ・2、16 進数　・OSI 参照モデル
・Eternet　　  ・CSMA/CD

・MAC アドレス
・ネットワーク機器（HUB、スイッチング HUB、ルータ、無線 LAN）

第 2 日
・TCP/IP の概要
・プロトコルの機能（IP、ARP、TCP、UDP 等）
・IP アドレッシング

・ポート番号
・TCP/IP ユーティリティ（ping、ipconfig、arp 等）
・認定試験　16:00 ～

3．カリキュラム

1．目的及び内容
　イーサネットや TCP/IP 等に関わる初歩的な技術の習得により、ネットワークに従事する初級エンジニアの養成と、「情
報ネットワークプランナー」の資格取得を目指します。

2．対象者
　IP 系基礎技術の習得を目指す。

◎LANネットワーク技術者研修（情報ネットワークプランナー資格取得）

※「情報ネットワークプランナー」資格取得者は、「LAN認定制度」の適合条件の一つである「情報ネットワークプランナー
マスター」の資格認定試験が受験できる「LAN実機トレーニング研修」の受講対象者になります。
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5．資格試験と問題の形式
①認定資格：情報ネットワークプランナー
②問題形式：択一方式で筆記試験を実施し、問題数 70％以上の正解者を合格とします。

6．受講料等
①受講料（認定試験料・資格認定料を含む）　

会員　　24,150 円（税込）
非会員　34,650 円（税込）

②受講料および認定料の払込み後の返還は出来ません。

7．受講時に提出するもの
　6 ヶ月以内に撮影した顔写真を 1 枚（カラー、無帽、正面、上三分身、無背景、枠無し、縦 4cm ×横 3cm）を用意し、
裏面に氏名を記入して提出してください。

8．試験結果の通知および認定証の発行
①試験結果は、全受験者に 1 ヶ月以内に郵便で通知します。
②認定証は、約 1 ヶ月で合格者に郵送いたします。

1．目的及び内容
　LANスイッチ（L2/L3）とブロードバンドルータを利用したハンズオンセミナーです。LANスイッチは、インターネットマンション等を想
定したLANネットワークの構築。
　また、BB ルータではインターネット接続を中心とした技術を、実習を通じて習得するとともに、「情報ネットワーク
プランナーマスター2013」の資格取得を目指します。
　なお、本研修は「冗長化技術コース」と合わせて受講することができます。

【使用機材】
※ L2/L3 スイッチ　アライドテレシス　CentreCOM9424T
※ L3 スイッチ Cisco Catalyst3560-12PC
※ブロードバンドルータ    YAMAHA RT107e

2．対象者
　情報ネットワークプランナー資格取得者または IP 系基礎技術習得者または同等の知識（ネットワーク全般や TCP/IP
に関する基礎的な知識を有す方）を有する者。

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

4．開催地・開催日時・募集人員
開催地 開　催　日 試験日時 募集人員
東　京 平成 25 年 12 月 2 日（月）～ 3 日（火）  3 日（火）16:00 20 名
名古屋 平成 25 年 9 月 11 日（水）～ 12 日（木） 12 日（木）16:00 20 名
金　沢 平成 25 年 8 月 28 日（水）～ 29 日（木） 29 日（木）16:00 10 名
大　阪 平成 25 年 11 月  20 日（水）～  21 日（木） 21 日（木）16:00 20 名
広　島 平成 25 年 10 月 1 日（火）～ 2 日（水） 2 日（水）16:00 10 名
松　山 平成 25 年 7 月 11 日（木）～ 12 日（金） 12 日（金）16:00 10 名
福　岡 平成 25 年 6 月 25 日（火）～ 26 日（水） 26 日（水）16:00 10 名
仙　台 平成 25 年 8 月 1 日（木）～ 2 日（金） 2 日（金）16:00 10 名
札　幌 平成 25 年  6 月 13 日（木）～ 14 日（金） 14 日（金）16:00 10 名

区　別 実習機器 内　　容

第 1 日
アライドテレシス
CentreCOM9424T

L2 スイツチ

L3 スイッチ

・スイッチの動作原理　・FDB 確認　・ポートベース VLAN
・マルチプル VLAN　・プロテクト VLAN　・Tag-VLAN
・IP ルーティング　・フィルタリング

第 2 日

Cisco Catalyst3560-12PC

YAMAHA RT107e

L2 スイツチ

L3 スイッチ
BB ルータ
総合演習 

・スイッチの動作原理　・FDB 確認　・ポートベース VLAN　
・マルチプル VLAN　・プロテクト VLAN　・Tag-VLAN
・IP ルーティング　・フィルタリング
・PPPOE　・VPN　・RIP
・認定試験　16：00 ～

3．カリキュラム

◎LAN実機トレーニング研修（情報ネットワークプランナーマスター2013資格取得）
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　「LAN 実機トレーニング研修」を受講し「情報ネットワークプランナー・マスター」資格試験に合格された会員会社に
対して、引続き 2 万円の受講料の助成を行う。

平成25年度本部主催研修のご案内
　平成 25 年度の本部主催研修を次のとおり実施いたします。情報通信端末技術の基礎である LAN 技術者の育成とスキ
ルの向上を図るため、研修内容の見直しとコースの新設を行い、一層の充実を図りましたので、是非、受講されること
をお勧めいたします。

◎助成金について

区　別 9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00

第 1 日 ・2、16 進数　・OSI 参照モデル
・Eternet　　  ・CSMA/CD

・MAC アドレス
・ネットワーク機器（HUB、スイッチング HUB、ルータ、無線 LAN）

第 2 日
・TCP/IP の概要
・プロトコルの機能（IP、ARP、TCP、UDP 等）
・IP アドレッシング

・ポート番号
・TCP/IP ユーティリティ（ping、ipconfig、arp 等）
・認定試験　16:00 ～

3．カリキュラム

1．目的及び内容
　イーサネットや TCP/IP 等に関わる初歩的な技術の習得により、ネットワークに従事する初級エンジニアの養成と、「情
報ネットワークプランナー」の資格取得を目指します。

2．対象者
　IP 系基礎技術の習得を目指す。

◎LANネットワーク技術者研修（情報ネットワークプランナー資格取得）

※「情報ネットワークプランナー」資格取得者は、「LAN認定制度」の適合条件の一つである「情報ネットワークプランナー
マスター」の資格認定試験が受験できる「LAN実機トレーニング研修」の受講対象者になります。
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5．資格試験と問題の形式
　①認定資格：情報ネットワークプランナーマスター 2013
　②問題形式：択一方式で筆記試験を実施し、問題数 70％以上の正解者を合格とします。

6．受講料等
　①受講料（認定試験料・資格認定料を含む）　

　会員　　34,650 円（税込）
　非会員　50,400 円（税込）

7．受講時に提出するもの
　6 ヶ月以内に撮影した顔写真を 1 枚（カラー、無帽、正面、上三分身、無背景、枠無し、縦 4cm ×横 3cm）を用意し、
裏面に氏名を記入して提出してください。

8．試験結果の通知および認定証の発行
　①試験結果は、全受験者に 1 ヶ月以内に郵便で通知します。
　②認定証は、約 1 ヶ月で合格者に郵送いたします。

開催地 開　催　日 試験日時 募集人員

東　京
平成 25 年
平成 25 年
平成 26 年

5 月
9 月
 1 月

13 日（月）～
18 日（水）～
28 日（火）～

14 日（火）
19 日（木）
29 日（水）

 14 日（火）16:00
19 日（木）16:00
 29 日（水）16:00

20 名
20 名
20 名

名古屋 平成 25 年 10 月 23 日（水）～ 24 日（木） 24 日（木）16:00 20 名
金　沢 平成 25 年 10 月 9 日（水）～ 10 日（木） 10 日（木）16:00 10 名

大　阪 平成 25 年
平成 25 年

6 月 
12 月

 4 日（火）～ 
11 日（水）～

 5 日（水）
12 日（木）

5 日（水）16:00
12 日（木）16:00

20 名
20 名

広　島 平成 25 年 11 月 6 日（水）～ 7 日（木） 7 日（木）16:00 10 名
松　山 平成 25 年 8 月 21 日（水）～ 22 日（木） 22 日（木）16:00 10 名
福　岡 平成 25 年  7 月 17 日（水）～ 18 日（木） 18 日（木）16:00 10 名
仙　台 平成 25 年 9 月 4 日（水）～ 5 日（木） 5 日（木）16:00 10 名
札　幌 平成 25 年  7 月 2 日（火）～ 3 日（水） 3 日（水）16:00 10 名

4．開催地・開催日時・募集人員

区　別 9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00

第 1 日
経路の冗長化技術
・リングアグリゲーション（LACPプロトコルを利用し

た動作設定）
･スパニング・ツリー・プロトコル（STP）

機器の冗長化技術
・バーチャル・ルータ・リダンダント・プロトコル（VRRP）
  アライドテレシス、YAMAHA

・ホット・スタンバイ・ルーティング・プロトコル（HSRP）   Cisco

4．カリキュラム

1．目的及び内容
　構築される社内ネットワークを安定的に稼働させるため、様 な々冗長化技術があります。本研修では比較的ポピュラーな経路の冗長
化と機器の冗長化技術の習得を目指します。
　そのため、「LAN 実機トレーニング研修｣ の上級編と位置づけ、より高度な技術を要するエンジニアの養成を目指します。

2．使用機材
　① L2/L3 スイッチ　　　　 アライドテレシス　CentreCOM9424T
　② L3 スイッチ 　　　　 Cisco Catalyst3560-12PC
　③ブロードバンドルータ    YAMAHA RT107e

3．対象者
　2011 年度又は 2012 年度の「情報ネットワークプランナーマスター」資格取得者及び同等の知識を有する者を対象とし、
内容は各機器の操作やツールの操作などに関しては省略します。

◎LAN実機「冗長化技術コース」

開催地 開　催　日 募集人員

東　京
平成 25 年
平成 25 年
平成 26 年

5 月
9 月
 1 月

15 日（水）
20 日（金）
30 日（木）

20 名
20 名
20 名

名古屋 平成 25 年 10 月 25 日（金） 20 名
金　沢 平成 25 年 10 月 11 日（金） 10 名

大　阪 平成 25 年
平成 25 年

6 月 
12 月

 6 日（木） 
13 日（金）

20 名
20 名

5．開催地・開催日時・募集人員
開催地 開　催　日 募集人員
広　島 平成 25 年 11 月 8 日（金） 10 名
松　山 平成 25 年 8 月 23 日（金） 10 名
福　岡 平成 25 年  7 月 19 日（金） 10 名
仙　台 平成 25 年 9 月 6 日（金） 10 名
札　幌 平成 25 年  7 月 4 日（木） 10 名
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1．目的及び内容
　近年 IEEE802.11n の実用化で高速化が実現された事やスマートデバイスを内線電話として利用するなど、ネットワーク内に無線
LANを導入する需要が高まってきているため、無線 LAN の構成やアクセスポイントの設定方法および無線端末（ノートPC）の設定
を含め、基本的な知識や技術を、実習を通じて習得します。無線 LANを初めて学ぶ初心者に適しています。

2．使用機材
　①バッファロー　WASP-APG600H（または同等機種）
　②その他　　　　ノート PC、L2 スイッチなど

3．対象者
　「情報ネットワークプランナー」資格取得者または同等の知識（ネットワーク全般や TCP/IP に関する基礎的な知識）
を有する者。

区　別 9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00

第 1 日
・無線 LAN の構成要素　・IEEE802.11n 規格
・アソシエーション　・チャネル
・SSID　・暗号化

・端末 PC の設定　
・アクセスポイントの設定
・電波干渉とチャネル割
・L2 スイッチ Tag 機能を利用したマルチ SSID

4．カリキュラム

6．受講料等
会員及び非会員　　　　15,750 円（税込）

開催地 開　催　日 募集人員

東　京 平成 25 年
平成 25 年

5 月
12 月

24 日（金）
4 日（水）

20 名
20 名

大　阪 平成 25 年
平成 25 年

6 月 
11 月

 7 日（金） 
22 日（金）

20 名
20 名

名古屋 平成 25 年 9 月 13 日（金） 20 名
静　岡 平成 25 年 10 月 18 日（金） 20 名

5．開催地・開催日時・募集人員

6．受講料等
会員及び非会員　　　　15,750 円（税込）

開催地 会　　場 所　在　地
東　京 （一社）情報通信設備協会 中央区日本橋茅場町 2-17-7　第 3 大倉ビル
名古屋 愛知県産業労働センター　ウインクあいち 名古屋市中村区名駅 4-4-38
静　岡 グランシップ（公財）静岡県文化財団 静岡市駿河区池田 79-4
金　沢 金沢流通会館 金沢市問屋町 2-61
大　阪 （社）中央電気倶楽部 大阪市北区堂島浜 2-1-25
広　島 中特会館 広島市中区幟町 3-57
松　山 NTT 西日本－四国愛媛支店「別棟 4F　会議室」 松山市一番町 4-3
福　岡 都久志会館 福岡市中央区天神 4-8-10
仙　台 仙台青葉カルチャーセンター 仙台市青葉区一番町 2-3-10
札　幌 NTT 北海道セミナーセンタ 札幌市中央区南 22 条西 7 丁目

1．研修会場

　①どの会場でも受講することができます。
　②都合により会場が変更になる場合があります。

◎無線LAN研修（新規コース）

2．受付期間
　①受付期間　　各開催日の 2 週間前まで
　②受付期間を過ぎた場合は事務局にご相談ください。
　③受講者が定員に満たない場合は中止することがあります。

◎研修会場及び申込方法等（各コース共通）
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5．資格試験と問題の形式
　①認定資格：情報ネットワークプランナーマスター 2013
　②問題形式：択一方式で筆記試験を実施し、問題数 70％以上の正解者を合格とします。

6．受講料等
　①受講料（認定試験料・資格認定料を含む）　

　会員　　34,650 円（税込）
　非会員　50,400 円（税込）

7．受講時に提出するもの
　6 ヶ月以内に撮影した顔写真を 1 枚（カラー、無帽、正面、上三分身、無背景、枠無し、縦 4cm ×横 3cm）を用意し、
裏面に氏名を記入して提出してください。

8．試験結果の通知および認定証の発行
　①試験結果は、全受験者に 1 ヶ月以内に郵便で通知します。
　②認定証は、約 1 ヶ月で合格者に郵送いたします。

開催地 開　催　日 試験日時 募集人員

東　京
平成 25 年
平成 25 年
平成 26 年

5 月
9 月
 1 月

13 日（月）～
18 日（水）～
28 日（火）～

14 日（火）
19 日（木）
29 日（水）

 14 日（火）16:00
19 日（木）16:00
 29 日（水）16:00

20 名
20 名
20 名

名古屋 平成 25 年 10 月 23 日（水）～ 24 日（木） 24 日（木）16:00 20 名
金　沢 平成 25 年 10 月 9 日（水）～ 10 日（木） 10 日（木）16:00 10 名

大　阪 平成 25 年
平成 25 年

6 月 
12 月

 4 日（火）～ 
11 日（水）～

 5 日（水）
12 日（木）

5 日（水）16:00
12 日（木）16:00

20 名
20 名

広　島 平成 25 年 11 月 6 日（水）～ 7 日（木） 7 日（木）16:00 10 名
松　山 平成 25 年 8 月 21 日（水）～ 22 日（木） 22 日（木）16:00 10 名
福　岡 平成 25 年  7 月 17 日（水）～ 18 日（木） 18 日（木）16:00 10 名
仙　台 平成 25 年 9 月 4 日（水）～ 5 日（木） 5 日（木）16:00 10 名
札　幌 平成 25 年  7 月 2 日（火）～ 3 日（水） 3 日（水）16:00 10 名

4．開催地・開催日時・募集人員

区　別 9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00

第 1 日
経路の冗長化技術
・リングアグリゲーション（LACPプロトコルを利用し

た動作設定）
･スパニング・ツリー・プロトコル（STP）

機器の冗長化技術
・バーチャル・ルータ・リダンダント・プロトコル（VRRP）
  アライドテレシス、YAMAHA

・ホット・スタンバイ・ルーティング・プロトコル（HSRP）   Cisco

4．カリキュラム

1．目的及び内容
　構築される社内ネットワークを安定的に稼働させるため、様 な々冗長化技術があります。本研修では比較的ポピュラーな経路の冗長
化と機器の冗長化技術の習得を目指します。
　そのため、「LAN 実機トレーニング研修｣ の上級編と位置づけ、より高度な技術を要するエンジニアの養成を目指します。

2．使用機材
　① L2/L3 スイッチ　　　　 アライドテレシス　CentreCOM9424T
　② L3 スイッチ 　　　　 Cisco Catalyst3560-12PC
　③ブロードバンドルータ    YAMAHA RT107e

3．対象者
　2011 年度又は 2012 年度の「情報ネットワークプランナーマスター」資格取得者及び同等の知識を有する者を対象とし、
内容は各機器の操作やツールの操作などに関しては省略します。

◎LAN実機「冗長化技術コース」

開催地 開　催　日 募集人員

東　京
平成 25 年
平成 25 年
平成 26 年

5 月
9 月
 1 月

15 日（水）
20 日（金）
30 日（木）

20 名
20 名
20 名

名古屋 平成 25 年 10 月 25 日（金） 20 名
金　沢 平成 25 年 10 月 11 日（金） 10 名

大　阪 平成 25 年
平成 25 年

6 月 
12 月

 6 日（木） 
13 日（金）

20 名
20 名

5．開催地・開催日時・募集人員
開催地 開　催　日 募集人員
広　島 平成 25 年 11 月 8 日（金） 10 名
松　山 平成 25 年 8 月 23 日（金） 10 名
福　岡 平成 25 年  7 月 19 日（金） 10 名
仙　台 平成 25 年 9 月 6 日（金） 10 名
札　幌 平成 25 年  7 月 4 日（木） 10 名
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地方本部 所　　在　　地 問合せ番号
関　 東 〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-17-7 第 3 大倉ビル 3F Tel 03-5640-4761　Fax 03-5640-6599
信　 越 〒 950-0031 新潟市東区船江町 1-55-11 双峰通信工業㈱内 Tel 025-279-5655　Fax 025-279-5755
東　 海 〒 460-0011 名古屋市中区大須 4-15-12 福利会館ビル Tel 052-241-1989　Fax 052-261-2177
北　 陸 〒 920-8515 金沢市問屋町 1-57  北陸通信工業㈱内 Tel 076-238-8384　Fax 076-237-6665
関　 西 〒 530-0004 大阪市北区堂島浜 2-1-25 中央電気倶楽部ビル Tel 06-6341-3488　Fax 06-6345-8549
中　 国 〒 739-1731 広島市安佐北区落合 1-2-30 大成ナグバス㈱ 3F Tel 082-516-8870　Fax 082-516-8870
四　 国 〒 791-8013 松山市山越 3-15-15  NTT 山越北ビル Tel 089-911-1600　Fax 089-911-1601
九　 州 〒 811-1302 福岡市南区井尻 4-28-18 九州沖通信機㈱内 Tel 092-592-8881　Fax 092-592-8880
東　 北 〒 980-0821 仙台市青葉区春日町 6-1 白鳥ビル 203 号室 Tel 022-221-4772　Fax 022-221-4775
北 海 道 〒 064-0920 札幌市中央区南 20 条西 10-3-5 つうけん南ビル 1F Tel 011-532-2939　Fax 011-532-2940
協会本部 〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-17-7  第 3 大倉ビル 3F Tel 03-5640-6508　Fax 03-5640-6599

7．問合せ先　詳細は、下記の協会本部事務局または各地方本部事務局へお問い合わせ下さい。

※本件の個人情報は、研修及び資格試験・更新のご案内ご連絡のみに使用いたします。

3．申込方法
　別紙 1 ～ 4 の該当する申込書に必要事項をご記入のうえ、下記宛に郵送又は FAX でお送りください。
　①郵  送　〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-17-7　第 3 大倉ビル 3F
　　（一社）情報通信設備協会 事務局 TEL 03-5640-6508
　　E-mail 65honbu@itca.or.jp
　② FAX　03-5640-6599

4．受講案内の送付
　申込受付後、受講案内書、受講料振込用「払込取扱票」を送付いたします。

5．受講費用の払込
　「払込取扱票」を受け取り後、郵便局で振込んでください。

6．その他
　協会ホームページ（http://www.itca.or.jp/）にも、研修のご案内及び申込書を掲載しています。
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　② FAX　03-5640-6599
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　申込受付後、受講案内書、受講料振込用「払込取扱票」を送付いたします。

5．受講費用の払込
　「払込取扱票」を受け取り後、郵便局で振込んでください。

6．その他
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平成25年度無線 LAN研修申込書
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情報通信設備協会では、会員の皆様の強いご要望に

お応えするため、東京海上日動火災保険㈱の協力を得

て、平成13年に「物損の伴わない賠償事故にも対応す

る画期的な保険」として、協会オリジナルの賠償保険

を登場させましたが、平成23年10月に補償内容の見

直しを行い、さらに魅力的な賠償責任保険となって

います。

今回は、平成25年4月20日開始（1年契約）

の募集ですが、4月20日も随時受付いたします。

近年、日本国内でも賠償責任に関わる意識が、今ま

でよりますます高まってきております。

経営の安定と、万一の賠償資力確保のために、是非

ご加入をご検討願います。

安価な保険料で、プログラムの入力ミスや設

計ミス等の人為的なミスによる営業損害も補償

対象としています。

「人」の勘違いによる事故を完全に防ぐことは出来

ませんし、事故は何時、何処で発生するか全く予想が

できません。そして、一旦事故が発生した場合は、私

ども中小企業の会社経営、ひいては経営者や従業員

の生活を脅かすことにもなりかねません。

会員各位には、事故発生のリスクに備えるため積極

的に加入をご検討頂きますよう、よろしくお願い申

し上げます。

すでに他社の賠償責任保険にご加入中の会員

におかれましても、情報通信設備協会『賠償責任

保険制度』への切り替えをお勧めいたします

①保険期間 － 平成25年4月20日から平成26年4

月20日までの1年契約となります。

②工 事 高 － 年間売上額から物品や材料等の販

売部分を除いた、純粋な工事部分のみの金額が

保険料を決める数字となります。

③保 険 料 － 一般の賠償責任保険は売上高を基

準にしていますが、工事高のみ（物品や材料等

を除いた工事費）を基準としています。

事故例 

　卸売会社の移転に伴う電話工事に際し、設定ミ

スにより録音システムが作動せず夜間の受注が

できなくなってしまい営業被害が発生！

逸失利益分として
保険金60万円を支払う

お申込方法

①別紙の「お見積り依頼書」にて、見積もりのご依頼

をお願い致します。

②会員様とご相談しながら、補償プランをご提示いた

します。

【お問い合わせ先】

賠償責任保険制度 事務局　山田、田川

TEL 03-5701-7065　FAX 03-5701-5135  

E-mail：info@shinei-pt.com　　

関東地方本部 事務局

TEL 03-5640-4761  FAX 03-5640-6599

E-mail：kanto@itca.or.jp

情報通信設備協会『賠償責任保険制度』のご案内
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〈ご依頼時の確認事項〉
私は、契約者である企業または団体の構成員であることを
確認し、団体に対してこの保険契約への加入を依頼します。
また、私は、裏面に記載の「個人情報の取扱いに関するご
案内」の内容について確認の上、同意いたします。
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●平成25年度第1回ネットワーク接続技術者
　「工事担任者」試験

公 示 日 平成24年12月  3日（月）
試 験 日 平成25年  5月26日（日）
解答発表 平成25年  5月29日（水）
合否発表 平成25年  6月17日（月）
申請書受付期間及び試験手数料払込期限
　郵　　送 平成25年2月1日（金）～2月28日（木）
　実務経歴 平成25年2月1日（金）～2月20日（水）　

　　　　　　　（＊郵送申請のみ）
　インターネット 
  平成25年2月1日（金）～3月8日（金）
＊インターネットの試験手数料払込期限は平成25年3月
11日（月）

  
●平成25年度第2回ネットワーク接続技術者
　「工事担任者」試験

公 示 日 平成25年  6月  3日（月）
試 験 日 平成25年11月24日（日）
解答発表 平成25年11月27日（水）
合否発表 平成25年12月16日（月）
申請書受付期間及び試験手数料払込期限
　郵　　送 平成25年8月1日（木）～9月  2日（月）
　実務経歴 平成25年8月1日（木）～8月20日（火）　
　　　　　　（＊郵送申請のみ） 

　インターネット 
 平成25年8月1日（木）～9月9日（月）
＊インターネットの試験手数料払込期限は平成25年9月
10日（火）

●ネットワーク接続技術者「工事担任者」試験の詳細
（一社）日本データ通信協会　
電気通信国家試験センター　

「工事担任者」試験ページへ
http://www.shiken.dekyo.or.jp/charge/index.html

平成25年度ネットワーク接続技術者「工事担任者」試験
及び電気通信主任技術者試験スケジュール

◎平成25年度第1回電気通信主任技術者試験
公 示 日 平成25年  2月  1日（金）
試 験 日 平成25年  7月14日（日）
解答発表 平成25年  7月17日（水）
合否発表 平成25年  8月  5日（月）
申請書受付期間及び試験手数料払込期限
　郵　　送 平成25年4月1日（月）～4月30日（火）
　実務経歴 平成25年4月1日（月）～4月22日（月）
　　　　　　（＊郵送申請のみ）
インターネット 
 平成25年4月1日（月）～5月7日（火）
＊インターネットの試験手数料払込期限は5月8日（水）

◎平成25年度第2回電気通信主任技術者試験
公 示 日 平成25年  8月  1日（木）
試 験 日 平成26年  1月26日（日）
解答発表 平成26年  1月29日（水）
合否発表 平成26年  2月17日（月）
申請書受付期間及び試験手数料払込期限
　郵　　送 平成25年10月 1日（火）～10月31日（木） 

　　実務経歴 平成25年10月 1日（火）～10月21日（月）
　　　　　　（＊郵送申請のみ）

インターネット 
 平成25年10月1日（火）～11月7日（木）
＊インターネットの試験手数料払込期限は11月8日（金）

◎電気通信主任技術者試験の詳細
（一社）日本データ通信協会
電気通信国家試験センター　

「電気通信主任技術者」試験ページへ
http://www.shiken.dekyo.or.jp/chief/index.html
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平成25年2月1日から、試験手数料及び工事担任者の工事範囲と実務経歴による科目免除が下記のとおり改正
されました。

国家試験制度の改正について

試験の種類 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 「改正前」

電気涌信
主任技術者 18,700 円 18,000 円 17,300 円 16,600 円 9,500 円 18,700 円

工事担任者 ─ 8,700 円 5,600 円 8,700 円

1．試験手数料の改正内容

種別 改正後 改正前

DD 第二種 デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための
工事（接続点におけるデジタル信号の入出力速度が
毎秒百メガビット（主としてインターネットに接続
するための回線にあっては、毎秒一ギガビット）以
下のものに限る｡）ただし、総合デジタル通信用設備
に端末設備等を接続するための工事を除く。

デジクル伝送路設備に端末設備等を接続するための
工事（接続点におけるデジタル信号の入出力速度が
毎秒百メガビット以下のものに限る｡）ただし、総合
デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための
工事を除く。

DD 第三種 デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための
工事（接読点におけるデジタル信号の入出力速度が
毎秒一ギガビット以下であって、主としてインター
ネットに接続するための回線に係るものに限る｡）た
だし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続
するための工事を除く。

デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための
工事（接続点におけるデジタル信号の入出力速度が
毎秒百メガビット以下のものであつて、主としてイ
ンターネット接続のための回線に限る｡）ただし、総
合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するため
の工事を除く。

2．工事担任者工事範囲の改正内容

種別 改正後 改正前

DD 第二種 デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための
工事（接続点におけるデジタル信号の入出力速度が
毎秒 1 ギガビット以下の主としてインターネットに
接続するための回線に係るもの及び総合デジクル通
信用設備により信号を伝送するものを除く｡）に 3 年
以上

デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための
工事（接続点におけるデジタル信号の入出力速度が
毎秒 100 メガビット以下の主としてインターネット
接続のための回線及び総合デジタル通信用設備によ
り信号を伝送するものを除く｡） に 3 年以上

DD 第一種 デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための
工事（接続点におけるデジクル信号の入出力速度が
毎秒 100 メガビット（主としてインターネットに接
続するための回線にあっては、毎秒 1 ギガビット）
を超えるものに限る。）に 3 年以上

デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための
工事（接続点におけるデジタル信号の入出力速度が
毎秒 100 メガビットを超えるものに限る｡） に 3 年以
上

AA・DD
総合種

アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための
工事（電気通信回線の数が 51 以上のものに限る｡）
及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続する
ための工事（総合デジタル通信回線の数が毎秒 64 キ
ロビット換算で 51 以上のものに限る｡）並びにデジ
タル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事

（接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒
100 メガビット（主としてインターネッ卜に接続す
るための回線にあっては、毎秒 1 ギガビット）を超
えるものに限る｡）にそれぞれ 3 年以上

アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための
工事（電気通信回線の数が 51 以上のものに限る｡）
及び総合デジタル通信設備に端末設備を接統するた
めの工事（総合デジタル通信回線の数が毎秒 64 キロ
ビット換算で 51 以上のものに限る｡）並びにデジタ
ル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事（接
続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒 100
メガビットを超えるものに限る｡）にそれぞれ 3 年以
上

3．実務経歴による科目免除の改正内容
免除になる科目：電気通信技術の基礎及び端末設備の接続のための技術及び理論

H25.2.1　日本データ通信協会
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●平成25年度第1回ネットワーク接続技術者
　「工事担任者」試験

公 示 日 平成24年12月  3日（月）
試 験 日 平成25年  5月26日（日）
解答発表 平成25年  5月29日（水）
合否発表 平成25年  6月17日（月）
申請書受付期間及び試験手数料払込期限
　郵　　送 平成25年2月1日（金）～2月28日（木）
　実務経歴 平成25年2月1日（金）～2月20日（水）　

　　　　　　　（＊郵送申請のみ）
　インターネット 
  平成25年2月1日（金）～3月8日（金）
＊インターネットの試験手数料払込期限は平成25年3月
11日（月）

  
●平成25年度第2回ネットワーク接続技術者
　「工事担任者」試験

公 示 日 平成25年  6月  3日（月）
試 験 日 平成25年11月24日（日）
解答発表 平成25年11月27日（水）
合否発表 平成25年12月16日（月）
申請書受付期間及び試験手数料払込期限
　郵　　送 平成25年8月1日（木）～9月  2日（月）
　実務経歴 平成25年8月1日（木）～8月20日（火）　
　　　　　　（＊郵送申請のみ） 

　インターネット 
 平成25年8月1日（木）～9月9日（月）
＊インターネットの試験手数料払込期限は平成25年9月
10日（火）

●ネットワーク接続技術者「工事担任者」試験の詳細
（一社）日本データ通信協会　
電気通信国家試験センター　

「工事担任者」試験ページへ
http://www.shiken.dekyo.or.jp/charge/index.html

平成25年度ネットワーク接続技術者「工事担任者」試験
及び電気通信主任技術者試験スケジュール

◎平成25年度第1回電気通信主任技術者試験
公 示 日 平成25年  2月  1日（金）
試 験 日 平成25年  7月14日（日）
解答発表 平成25年  7月17日（水）
合否発表 平成25年  8月  5日（月）
申請書受付期間及び試験手数料払込期限
　郵　　送 平成25年4月1日（月）～4月30日（火）
　実務経歴 平成25年4月1日（月）～4月22日（月）
　　　　　　（＊郵送申請のみ）
インターネット 
 平成25年4月1日（月）～5月7日（火）
＊インターネットの試験手数料払込期限は5月8日（水）

◎平成25年度第2回電気通信主任技術者試験
公 示 日 平成25年  8月  1日（木）
試 験 日 平成26年  1月26日（日）
解答発表 平成26年  1月29日（水）
合否発表 平成26年  2月17日（月）
申請書受付期間及び試験手数料払込期限
　郵　　送 平成25年10月 1日（火）～10月31日（木） 

　　実務経歴 平成25年10月 1日（火）～10月21日（月）
　　　　　　（＊郵送申請のみ）

インターネット 
 平成25年10月1日（火）～11月7日（木）
＊インターネットの試験手数料払込期限は11月8日（金）

◎電気通信主任技術者試験の詳細
（一社）日本データ通信協会
電気通信国家試験センター　

「電気通信主任技術者」試験ページへ
http://www.shiken.dekyo.or.jp/chief/index.html
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平素は情報通信行政に格別の御理解と御協力を賜り厚
く御礼申し上げます。

さて、携帯電話の電話番号として指定可能な080及び
090番号の不足が想定されることから、これまで PHSの
みに指定されていた070番号を携帯電話にも割り当てら
れるよう、平成24年12月12日に電気通信番号規則（平成9
年郵政省令第82号）の一部改正を行ったところであり、今
後順次、携帯電話事業者への070－ C（C＝1，2，3，4，7，8，
9）番号の指定を行ってまいります。

なお、携帯電話事業者におきましては、平成25年11月
からの070番号使用開始を目指して準備が進められてお
ります。

本件につきましては、貴団体会員の皆様において設備の
設定変更や利用者周知等対応が必要になる場合があるため、
既に携帯電話事業者4社よりご対応のお願いを差し上げてい

るところではございますが、今般、制度改正が整いましたこと
から、携帯電話の070番号使用開始に向けた御対応、御協
力について、改めまして会員の皆様に周知いただけますようお
願い申し上げます。

【参考】総務省ホームページ　
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
※総務省関連の改正省令等が掲載されております。「平

成24年12月12日電気通信番号規則の一部を改正す
る省令」欄をご覧ください。

問い合わせ先　　
総務省 総合通信基盤局 番号企画室
清水課長補佐、根本係長、佐伯
TEL　03-5253-5859　FAX　03-5253-5863

電気通信番号規則の一部改正に伴う対応について
総務省 総合通信基盤局 番号企画室

※第九条 　端末系伝送路設備（第十二条に規定するものを除く。）を識別するための電気通信番号（第十条の電気通信番号を除く。）は、次
のとおりとする。（中略）

　　三　携帯電話に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第六号に定めるものとする。
　　四　PHS に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第七号に定めるものとする。

改正後 改正前
別表第一 別表第一
　第一号～第五号　（略） 　第一号～第五号　（略）
　第六号（第 9 条第 1 項第 3 号関係） 　第六号（第 9 条第 1 項第 3 号関係）

70CDEFGHIJK（C は 0、5 及び 6 を除く。）、80CDEFGHIJK（Ｃ
は 0 を除く。）又は 90CDEFGHIJK（Ｃは 0 を除く。）
ただし、CDE は、総務大臣の指定により第 5 条第 1 項の電
気通信事業者ごとに定められる数字とする。

80CDEFGHIJK 又は 90CDEFGHIJK（Ｃは 0 を除く。）
ただし、CDE は、総務大臣の指定により第 5 条第 1 項の電
気通信事業者ごとに定められる数字とする。
注　英字は、十進数字とする。

注　英字は、十進数字とする。
　第七号（第 9 条第 1 項第 4 号関係） 第七号（第 9 条第 1 項第 4 号関係）

70CDEFGHIJK（Ｃは 5 及び 6 に限る。）
ただし、CDE は、総務大臣の指定により第 5 条第 1 項の電
気通信事業者ごとに定められる数字とする。

70CDEFGHIJK（Ｃは 0 を除く。）
ただし、CDE は、総務大臣の指定により第 5 条第 1 項の電
気通信事業者ごとに定められる数字とする。

注　英字は、十進数字とする。 注　英字は、十進数字とする。
第八号～第十三号　（略） 第八号～第十三号　（略）

【参 考】
電気通信番号規則（平成九年郵政省令第八十二号） （下線部分は改正部分）
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国土交通省における平成25年上半期のセーフティネッ
ト保証5号への業種指定に当り、会員の皆様には、平成25
年16日から2月8日に亘り、売上高の変動調査に対しご協

力をいただき、厚く御礼申し上げます。
お陰様で、下記のとおり「電気通信工事業」が指定され

ましたので、ご報告申し上げます。

平成25年度上半期のセーフティネット保証5号の指定業種について

平成25年3月8日
経済産業省は､ 業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号に

ついて､ 平成25年度上半期の指定業種を公表します。
平成25年4月1日から平成25年9月30日までのセーフティネット保証5号（別紙1参照）の対象業種の指定につい

ては､ 現在適用しているソフトランディング措置※を半年間延長して適用し､ 別紙の業種を指定することとしました。
（別紙2参照）

※最近月の売上高等がリーマンショック前比5％以上減少等。

（本発表資料のお問い合わせ先）
中小企業庁事業環境部金融課長　三浦章豪
担当者：呉村、田中
電　話：03-3501-1511 （内線5271～5）、03-3501-2876（直通）

1．対象者
業況の悪化している業種（※1）に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることにつ
いて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
※1：過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種を指定。

2．企業認定基準
指定業種に属する中小企業者であって､ 以下のいずれかの基準を満たすこと。
イ）最近3か月間の売上高等が前年同期比で5％以上減少している中小企業者。
ロ）製品等原価のうち20％を占める原油等の仕入価格が20％以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁

できていない中小企業者。
ハ）円高の影響によって､ 原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10％以上減少し､ かつ､ その後2か月

を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10％以上減少することが見込まれる（※2）中小企業者。（※3）
※2：最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
※3：売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面（理由書）が必要。

3．保証限度額、保証割合、保証料率
保証限度額：一般保証とは別枠で､ 無担保保証8千万円､ 最大で2億8千万円
保証割合　：借入額の100％
保証料率　：概ね1.0％以下

セーフティネット保証5号の指定業種
（中小企業信用保険法第2条第4項第5号の指定業種）

指定期間：平成25年4月11日～平成25年9月30日

※1：この表に掲げる業種は、日本標準産業分類（平成21年総務省告示第175号）において分類された業種区分によ
るものとする。

※2：指定期間とは、市町村長又は特別区長に対して認定を申請することができる期間をいう。

※3：上記「電気通信工事業」以外の指定業種は省略します。

通番 分類番号 指定業種

54 0821 電気通信工事業（有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く）

別紙1

別紙2
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平素は情報通信行政に格別の御理解と御協力を賜り厚
く御礼申し上げます。

さて、携帯電話の電話番号として指定可能な080及び
090番号の不足が想定されることから、これまで PHSの
みに指定されていた070番号を携帯電話にも割り当てら
れるよう、平成24年12月12日に電気通信番号規則（平成9
年郵政省令第82号）の一部改正を行ったところであり、今
後順次、携帯電話事業者への070－ C（C＝1，2，3，4，7，8，
9）番号の指定を行ってまいります。

なお、携帯電話事業者におきましては、平成25年11月
からの070番号使用開始を目指して準備が進められてお
ります。

本件につきましては、貴団体会員の皆様において設備の
設定変更や利用者周知等対応が必要になる場合があるため、
既に携帯電話事業者4社よりご対応のお願いを差し上げてい

るところではございますが、今般、制度改正が整いましたこと
から、携帯電話の070番号使用開始に向けた御対応、御協
力について、改めまして会員の皆様に周知いただけますようお
願い申し上げます。

【参考】総務省ホームページ　
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
※総務省関連の改正省令等が掲載されております。「平

成24年12月12日電気通信番号規則の一部を改正す
る省令」欄をご覧ください。

問い合わせ先　　
総務省 総合通信基盤局 番号企画室
清水課長補佐、根本係長、佐伯
TEL　03-5253-5859　FAX　03-5253-5863

電気通信番号規則の一部改正に伴う対応について
総務省 総合通信基盤局 番号企画室

※第九条 　端末系伝送路設備（第十二条に規定するものを除く。）を識別するための電気通信番号（第十条の電気通信番号を除く。）は、次
のとおりとする。（中略）

　　三　携帯電話に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第六号に定めるものとする。
　　四　PHS に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第七号に定めるものとする。

改正後 改正前
別表第一 別表第一
　第一号～第五号　（略） 　第一号～第五号　（略）
　第六号（第 9 条第 1 項第 3 号関係） 　第六号（第 9 条第 1 項第 3 号関係）

70CDEFGHIJK（C は 0、5 及び 6 を除く。）、80CDEFGHIJK（Ｃ
は 0 を除く。）又は 90CDEFGHIJK（Ｃは 0 を除く。）
ただし、CDE は、総務大臣の指定により第 5 条第 1 項の電
気通信事業者ごとに定められる数字とする。

80CDEFGHIJK 又は 90CDEFGHIJK（Ｃは 0 を除く。）
ただし、CDE は、総務大臣の指定により第 5 条第 1 項の電
気通信事業者ごとに定められる数字とする。
注　英字は、十進数字とする。

注　英字は、十進数字とする。
　第七号（第 9 条第 1 項第 4 号関係） 第七号（第 9 条第 1 項第 4 号関係）

70CDEFGHIJK（Ｃは 5 及び 6 に限る。）
ただし、CDE は、総務大臣の指定により第 5 条第 1 項の電
気通信事業者ごとに定められる数字とする。

70CDEFGHIJK（Ｃは 0 を除く。）
ただし、CDE は、総務大臣の指定により第 5 条第 1 項の電
気通信事業者ごとに定められる数字とする。

注　英字は、十進数字とする。 注　英字は、十進数字とする。
第八号～第十三号　（略） 第八号～第十三号　（略）

【参 考】
電気通信番号規則（平成九年郵政省令第八十二号） （下線部分は改正部分）
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情報通信設備協会は、次の２つの資格を有した高度なネットワーク技術
者が在籍している会員企業を認定しています。

① 国家試験である工事担任者資格 「ＡＩ・ＤＤ総合種又はＤＤ第１種」を
取得し、かつ「情報通信エンジニア［ ビジネス］資格」を取得して最新
のＩＴ技術を修得している。

② 情報通信設備協会の 「情報ネットワークプランナー・マスター資格」
を取得し、実践による高度なＬＡＮ設計・施工の技能を有している。

申請方法や申請書類は協会ホームページ「ＬＡＮ認定制度を受けるには」をご覧下さい。
（http://www.itca.or.jp/）

TEL 03-5640-6508
Ｅ－ｍａｉｌ：info＠ｉｔｃａ．ｏｒ．ｊｐ

「ＬＡＮ認定」は企業のＩＣＴ化に
取組んでいる会員の証です

2013年３月末現在で　71社が認定されています

一般社団法人 情報通信設備協会

認定番号 会員名 所属地方本部 ＵＲＬ 電話番号
0001 大和電設工業㈱ 関西 http://web.d-d-k.co.jp/ 075-672-3311
0002 東日本通信機器㈱ 東北 http://www.hntk.co.jp/ 022-367-4133
0003 富士ネットシステムズ㈱ 関東 http://www.fnsys.co.jp/ 03-5641-1555
0004 東日本通信機器㈱東京営業所 関東 http://www.hntk.co.jp/ 03-5677-3855
0005 石田通信機㈱ 信越 http://ishida-j.com/ 026-241-3555
0006 協立情報通信㈱ 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3433-3141
0007 扶桑電通㈱東北支店 東北 http://www.fusodentsu.co.jp/ 022-225-7586
0008 ㈱大崎コンピュータエンヂニアリング 関東 http://www.oce.co.jp/ 03-3492-0931
0009 タカギエレクトロニクス㈱ 関西 http://www.takagi-ele.co.jp/ 06-6209-0039
0010 田中工業㈱ 関西 http://www.tanaka-kogyo.com/ 078-231-3341
0011 協立情報通信㈱神奈川支店 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 045-228-1611
0012 協立情報通信㈱新宿営業所 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3320-3141
0013 北陸通信工業㈱ 北陸 http://www.hokutsu.co.jp/ 076-238-1111
0014 ㈱ベルホン 東海 http://bellhone.co.jp/ 059-226-3344
0015 かがつうシステム㈱ 北陸 http://www.kagasys.co.jp/ 076-238-8383
0016 北信テレネックス㈱ 北陸 http://www.telnex.co.jp/ 076-252-3232
0018 増尾電設㈱ 関西 073-424-3311
0019 旭コムテク㈱ 関西 http://www.asahi-comtec.co.jp/ 06-6784-3100
0020 日興テクノス㈱ 関東 http://www.nikko-technos.com/ 045-761-2441
0021 ㈱ケーネット 関東 http://www.k-net-c.co.jp/ 03-5651-3001
0022 ㈱ネットプラン 関東 http://www.net-plan.co.jp/ 03-5925-3911
0023 ㈱つうけんテクノネット 北海道 http://www.tcn-web.com/ 011-520-0015
0024 宮川電気通信工業㈱ 関東 http://www.miyakawadentsukou.co.jp/ 043-225-1311
0025 浅川通信㈱ 北海道 http://www.asakawa-t.co.jp/ 011-711-1161
0026 ㈱イオタオーエーシステム 四国 http://www.iotaoa.com 089-958-2360
0027 ㈱レイコム 関東 http://www.laycom.co.jp/ 03-3288-0130
0028 扶桑電通㈱ 関東 http://www.fusodentsu.co.jp/ 03-3544-7271
0029 サンライズ・エンジニアリング㈱ 関東 http://www.sec-sunrise.co.jp/ 03-6861-6258
0030 ㈱ NDSネットワーク 東海 http://www.nds-g.co.jp/nnk/ 052-321-7920
0031 ㈱宇式通信システム 東海 054-261-1671
0032 ㈱コムネットシステム 関東 http://www.comnetsystem.co.jp/ 03-5725-8555
0033 和幸電通㈱ 中国 http://www.wako-grp.com/5.html 0852-24-6670
0034 ㈱ソシオ 関東 http://www.socio-jp.com/ 03-3351-7788
0035 ジェイズ・テレコムシステム㈱ 関東 http://www.telecomsys.co.jp/ 03-3708-1141
0036 日興通信㈱ 関東 http://www.nikkotelecom.co.jp/ 03-5451-1717
0037 東海通信工業㈱ 東海 http://www.ttk.jp/ 052-931-8811
0039 北陸電々㈱ 信越 http://www.denden.co.jp/ 025-284-2151
0041 ㈱日本ビグラッドシステム 北陸 http://www.d1.dion.ne.jp/~beglad/index3.htm 076-267-6000
0042 英工電機㈱ 関東 http://www.eikohdenki.co.jp/ 03-5821-1911
0043 ㈱日本オフィスオートメーション 関東 http://www.nihon-oa.com/ 03-5678-0225
0044 茨城電話工業㈱ 関東 http://www.bellcom.co.jp/ 029-224-2000
0045 ㈱群電 関東 http://www.gunden.com/ 027-224-1681
0046 光通信工業㈱ 九州 http://www.hikari-t.co.jp/ 098-878-5111
0047 ㈱翼通信工業所 関西 http://www.283-t.jp/ 079-224-8233
0048 南海電設㈱ 関西 http://www2.nankai-densetsu.co.jp/ 06-6643-0181
0049 ㈱井口通信 関西 073-455-3588
0050 三友電子㈱ 東海 http://www.sanyu-ec.co.jp/ 052-532-3151
0051 和光通信工業㈱ 関西 http://www.netwako.co.jp/ 06-6923-1121
0052 ㈱栄光システムズ 関東 http://www.eiko-sys.co.jp/ 03-3639-0211
0053 大和通信機㈱ 関東 http://www.daiwanet.co.jp/ 042-324-3211
0054 扶桑電通㈱関西支店 関西 http://www.fusodentsu.co.jp/ 06-6341-7611
0055 神田通信機㈱ 関東 http://www.kandt.co.jp/ 03-3252-7731
0056 加賀テクノサービス㈱ 関東 http://www.kgts.co.jp/ 03-5619-4111
0058 エフビットコミュニケーションズ㈱ 関西 http://www.fbit.co.jp/ 075-672-4111
0059 扶桑電通㈱北海道支店 北海道 http://www.fusodentsu.co.jp/ 011-281-6311
0060 日本テクトス㈱ 関西 http://www.ntect.net/ 078-578-2200
0061 藤井通信工業㈱ 関西 http://www.fujiitsushin.com/ 06-6202-3135
0062 電通システム㈱ 関東 http://www.den-sys.co.jp/ 027-361-3211
0063 ㈱共友通信 東海 052-413-0016
0064 東陽工業㈱ 関東 http://www.com-toyo.co.jp/ 03-5402-6561
0065 新日本通信工業㈱ 北海道 011-271-3883
0066 協和テクノロジィズ㈱ 関西 http://www.kyotec.co.jp/ 06-6363-8833
0067 扶桑電通㈱金沢営業所 北陸 http://www.fusodentsu.co.jp/ 076-231-1288
0068 浅沼通信㈱ 関東 03-3715-6101
0069 日本電話サービス㈱ 関東 http://www.nts-com.co.jp/ 03-3378-7781
0070 ㈱でんでん 中国 086-425-5111
0071 日本通信設備㈱ 関東 03-3862-6451
0072 日興電気通信㈱ 東海 http://www.ndtkk.jp/ 053-439-1125
0073 東邦通信工業㈱ 関東 http://www.toho-tk.com/ 03-5362-5111
0074 ㈱トーエイビジコム 関東 http://www.bijicom.jp/ 03-3438-2421
0075 東邦建㈱ 関東 http://www.tohoken.co.jp 0283-24-5556

LAN認定会員のご紹介

協会が会員企業のLANの設計・施行に関する技術・知識と実践力を認定する「LAN認定」に、3月31日現在で次の企
業が認定されています。
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情報通信設備協会は、次の２つの資格を有した高度なネットワーク技術
者が在籍している会員企業を認定しています。

① 国家試験である工事担任者資格 「ＡＩ・ＤＤ総合種又はＤＤ第１種」を
取得し、かつ「情報通信エンジニア［ ビジネス］資格」を取得して最新
のＩＴ技術を修得している。

② 情報通信設備協会の 「情報ネットワークプランナー・マスター資格」
を取得し、実践による高度なＬＡＮ設計・施工の技能を有している。

申請方法や申請書類は協会ホームページ「ＬＡＮ認定制度を受けるには」をご覧下さい。
（http://www.itca.or.jp/）

TEL 03-5640-6508
Ｅ－ｍａｉｌ：info＠ｉｔｃａ．ｏｒ．ｊｐ

「ＬＡＮ認定」は企業のＩＣＴ化に
取組んでいる会員の証です

2013年３月末現在で　71社が認定されています

一般社団法人 情報通信設備協会
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2013年３月末現在で　71社が認定されています

一般社団法人 情報通信設備協会

認定番号 会員名 所属地方本部 ＵＲＬ 電話番号
0001 大和電設工業㈱ 関西 http://web.d-d-k.co.jp/ 075-672-3311
0002 東日本通信機器㈱ 東北 http://www.hntk.co.jp/ 022-367-4133
0003 富士ネットシステムズ㈱ 関東 http://www.fnsys.co.jp/ 03-5641-1555
0004 東日本通信機器㈱東京営業所 関東 http://www.hntk.co.jp/ 03-5677-3855
0005 石田通信機㈱ 信越 http://ishida-j.com/ 026-241-3555
0006 協立情報通信㈱ 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3433-3141
0007 扶桑電通㈱東北支店 東北 http://www.fusodentsu.co.jp/ 022-225-7586
0008 ㈱大崎コンピュータエンヂニアリング 関東 http://www.oce.co.jp/ 03-3492-0931
0009 タカギエレクトロニクス㈱ 関西 http://www.takagi-ele.co.jp/ 06-6209-0039
0010 田中工業㈱ 関西 http://www.tanaka-kogyo.com/ 078-231-3341
0011 協立情報通信㈱神奈川支店 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 045-228-1611
0012 協立情報通信㈱新宿営業所 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3320-3141
0013 北陸通信工業㈱ 北陸 http://www.hokutsu.co.jp/ 076-238-1111
0014 ㈱ベルホン 東海 http://bellhone.co.jp/ 059-226-3344
0015 かがつうシステム㈱ 北陸 http://www.kagasys.co.jp/ 076-238-8383
0016 北信テレネックス㈱ 北陸 http://www.telnex.co.jp/ 076-252-3232
0018 増尾電設㈱ 関西 073-424-3311
0019 旭コムテク㈱ 関西 http://www.asahi-comtec.co.jp/ 06-6784-3100
0020 日興テクノス㈱ 関東 http://www.nikko-technos.com/ 045-761-2441
0021 ㈱ケーネット 関東 http://www.k-net-c.co.jp/ 03-5651-3001
0022 ㈱ネットプラン 関東 http://www.net-plan.co.jp/ 03-5925-3911
0023 ㈱つうけんテクノネット 北海道 http://www.tcn-web.com/ 011-520-0015
0024 宮川電気通信工業㈱ 関東 http://www.miyakawadentsukou.co.jp/ 043-225-1311
0025 浅川通信㈱ 北海道 http://www.asakawa-t.co.jp/ 011-711-1161
0026 ㈱イオタオーエーシステム 四国 http://www.iotaoa.com 089-958-2360
0027 ㈱レイコム 関東 http://www.laycom.co.jp/ 03-3288-0130
0028 扶桑電通㈱ 関東 http://www.fusodentsu.co.jp/ 03-3544-7271
0029 サンライズ・エンジニアリング㈱ 関東 http://www.sec-sunrise.co.jp/ 03-6861-6258
0030 ㈱ NDSネットワーク 東海 http://www.nds-g.co.jp/nnk/ 052-321-7920
0031 ㈱宇式通信システム 東海 054-261-1671
0032 ㈱コムネットシステム 関東 http://www.comnetsystem.co.jp/ 03-5725-8555
0033 和幸電通㈱ 中国 http://www.wako-grp.com/5.html 0852-24-6670
0034 ㈱ソシオ 関東 http://www.socio-jp.com/ 03-3351-7788
0035 ジェイズ・テレコムシステム㈱ 関東 http://www.telecomsys.co.jp/ 03-3708-1141
0036 日興通信㈱ 関東 http://www.nikkotelecom.co.jp/ 03-5451-1717
0037 東海通信工業㈱ 東海 http://www.ttk.jp/ 052-931-8811
0039 北陸電々㈱ 信越 http://www.denden.co.jp/ 025-284-2151
0041 ㈱日本ビグラッドシステム 北陸 http://www.d1.dion.ne.jp/~beglad/index3.htm 076-267-6000
0042 英工電機㈱ 関東 http://www.eikohdenki.co.jp/ 03-5821-1911
0043 ㈱日本オフィスオートメーション 関東 http://www.nihon-oa.com/ 03-5678-0225
0044 茨城電話工業㈱ 関東 http://www.bellcom.co.jp/ 029-224-2000
0045 ㈱群電 関東 http://www.gunden.com/ 027-224-1681
0046 光通信工業㈱ 九州 http://www.hikari-t.co.jp/ 098-878-5111
0047 ㈱翼通信工業所 関西 http://www.283-t.jp/ 079-224-8233
0048 南海電設㈱ 関西 http://www2.nankai-densetsu.co.jp/ 06-6643-0181
0049 ㈱井口通信 関西 073-455-3588
0050 三友電子㈱ 東海 http://www.sanyu-ec.co.jp/ 052-532-3151
0051 和光通信工業㈱ 関西 http://www.netwako.co.jp/ 06-6923-1121
0052 ㈱栄光システムズ 関東 http://www.eiko-sys.co.jp/ 03-3639-0211
0053 大和通信機㈱ 関東 http://www.daiwanet.co.jp/ 042-324-3211
0054 扶桑電通㈱関西支店 関西 http://www.fusodentsu.co.jp/ 06-6341-7611
0055 神田通信機㈱ 関東 http://www.kandt.co.jp/ 03-3252-7731
0056 加賀テクノサービス㈱ 関東 http://www.kgts.co.jp/ 03-5619-4111
0058 エフビットコミュニケーションズ㈱ 関西 http://www.fbit.co.jp/ 075-672-4111
0059 扶桑電通㈱北海道支店 北海道 http://www.fusodentsu.co.jp/ 011-281-6311
0060 日本テクトス㈱ 関西 http://www.ntect.net/ 078-578-2200
0061 藤井通信工業㈱ 関西 http://www.fujiitsushin.com/ 06-6202-3135
0062 電通システム㈱ 関東 http://www.den-sys.co.jp/ 027-361-3211
0063 ㈱共友通信 東海 052-413-0016
0064 東陽工業㈱ 関東 http://www.com-toyo.co.jp/ 03-5402-6561
0065 新日本通信工業㈱ 北海道 011-271-3883
0066 協和テクノロジィズ㈱ 関西 http://www.kyotec.co.jp/ 06-6363-8833
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0068 浅沼通信㈱ 関東 03-3715-6101
0069 日本電話サービス㈱ 関東 http://www.nts-com.co.jp/ 03-3378-7781
0070 ㈱でんでん 中国 086-425-5111
0071 日本通信設備㈱ 関東 03-3862-6451
0072 日興電気通信㈱ 東海 http://www.ndtkk.jp/ 053-439-1125
0073 東邦通信工業㈱ 関東 http://www.toho-tk.com/ 03-5362-5111
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1．日時　　　
平成25年3月14日（木）　午後1時30分～午後5時00分

2．場所　　　情報通信設備協会　会議室
3．出席理事　20名

網谷駿介会長、佐々木茂則理事長、長田修
一郎副理事長、井上新一副理事長、岩本
房幸専務理事、井上剛毅、樋口正仁、辰川
伸一、麓譲、及川恒彦、加藤博之、大輪堅
一、福島和義、今井秀昭、鈴木潔、宮川欣丈、
吉本幸男、田中秀明、山田恭郎、藤田義明
の各理事

　出席監事　2名　
鈴木功一、渡邊秀治の各監事

4．網谷会長挨拶要旨
日本のブロードバンドの状況は、FTTHに比べて携帯

電話等が1億3,550万まで急速に伸びており、光と携帯の
割合が変わってきている。

NTTの第3四半期決算資料では、固定ブロードバンド
の契約数は2012年3期の通期実績が150万6,000であり、
24年度末では75万から80万ぐらい、去年の約半分しか伸
びていない。

電話等固定ネットワークの音声収入は、2008年には東
西合計で2兆486億円あっが、2014年には2分の1の1兆
円と予測しているが、音声の激減には PBXやビジネス
フォンの通話が含まれており、それらが半減するという
ことだが、それに比べ、スマートフォンの販売数はどん
どん伸びており、携帯電話の7割がスマートフォンで、市
場に変化が起きている事は間違いない。

しかし、変化のときはビジネスチャンスがあるので、
我々がどう商機を捉え、これからどうなるかを予測しな
がらビジネスを展開していくことが重要であり、データ
を整理して解析し、ビジネスの方向性を決めていく事が
不可欠である。最新の情報を会員にデリバリーできるよ
う協会を変えていかなければならない。

5．審議模様
（審議事項）

（1）平成24年度研修実施状況及び25年度研修計画（案）に
ついて

田中教育委員長が、資料「平成24年度研修実施状況
及び25年度研修計画（案）」及び別紙「平成25年度本部
研修スケジュール（案）」について説明し、また岩本専
務理事より補足説明を行い、異議なく議決した。

（2）本部報（機関誌）の充実について
長田広報委員長が、資料「本部報（機関誌）の充実に

ついて」について説明し、また岩本専務理事より本部
報の発行回数を25年5月から年6回とする旨補足説明
を行い、異議なく議決した。

（3）LAN認定状況及び25年度の取組みについて
大輪業務委員長が、資料「LAN認定状況と25年度の

取組みについて」について説明し、25年度の本部及び
地方本部が実施すべき取組みついて、異議なく議決した。

（4）就業規則の一部改正について
福島総務委員長が、資料「就業規則の一部改正につい

て」について説明し、また岩本専務理事より、「高年齢
者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法
律」の平成25年4月1日施行に合わせ、就業規則を一部
改正旨補足説明を行い、異議なく議決した。

（5）従たる事務所の所在地変更
岩本専務理事が、資料「従たる事務所の所在地変更」

について説明し、九州地方本部移転について、異議なく
承認した。

（6）平成24年度本部会費（案）
井上財務企画委員長が、資料「平成25年度本部会費

（案）」について説明し、また岩本専務理事より補足説明
をして、異議なく議決した。

（7）平成25年度事業計画案及び予算案
井上財務企画委員長が、資料「正味財産増減計算書（24

年度見込）」、「平成25年度事業計画（案）」及び「平成25
年度収支予算書（案）」について説明し、また岩本専務
理事より補足説明をして、24年度は昨年度に引き続き
赤字決算になる見込み（－1,800万）で、24年度末の一
般正味財産の残高見込みは約16,000万円となる。25年
度予算の税引後の一般正味財産増減額は2,267万円の赤
字で、25年度末の一般正味財産期末残高は13,700万円
となる旨説明をして、異議なく議決した。

（8）セミナーの開催について
井上財務企画委員長が、資料「会員獲得に向けたセミ

ナー受講について（案）」について説明し、また三本事
務局長より補足説明をして、異議なく議決した。

（報告事項）
（9）事務局長人事について

岩本専務理事が、資料「事務局長人事について」につ
いて説明し、異議なく承認した。

（10）通常会員の入退会について
岩本専務理事が、資料「通常会員の入退会について」

について説明し、平成24年11月1日から平成25年1月
31日までに入会申込書が提出された2社について、電磁
的理事会により入会が承認された旨、報告した。
東海地方本部　㈱マイプレジャー　24年12月1日入会
東北地方本部　㈱東北テレネット　25年  1月1日入会

（11）賛助会員の退会について
（12）本部ホームページの更新状況
（13）その他
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世界中でも特に漁獲種の多い優良な漁場として、東北・
三陸の金華山沖や尻屋崎沖は世界三大漁場の一つに数え
られている。

三陸・金華山沖や尻屋崎沖は、親潮（寒流）と黒潮（暖流）
がぶつかる潮目であることに加え、三陸沿岸に連なるリ
アス式海岸や多くの島々の点在が魚の絶好の住処となる
ため、非常に豊富な種類の魚介類が水揚げされる。

また、このリアス式海岸は山地が海の間近まで迫るた
め、森のミネラルをたっぷり含んだ山水が絶えず海へ流
れ込みます。そこで海水と混ざりあうことにより、世界
有数の植物プランクトンの発生地となっているため、プ
ランクトンを食べて育つ「かき」や「ほたて」、「ほや」など
にとっては極上の環境が整っており、「三陸・金華山沖の
海の幸は美味しい」と言われる所以である。

その金華山沖や尻屋崎沖で捕れた新鮮なさんまを、沖
縄の食塩だけで加工し詰めたこだわりの逸品である。

新鮮なさんまの脂ののりと程良い塩分が合って、その
まま召し上がってもよし、料理の素材として使ってもよ
し、いやな臭みがなく白いご飯やお酒とよく合う。

　
一見、1缶100円～150円の他の缶詰に比べて1缶400円

は高く思うが、内容量410ｇのこの缶詰は、大振りのサン
マが5～6匹隙間なく入っており、ボリュウム万点である。

製造者の岩手缶詰㈱は釜石港近くにあり、東日本大震
災の津波と地盤沈下によって工場が壊され、港にも魚が
入らなかったため、しばらく休業していたが、復興のた
めにと社員や地元からの強い要望があり、現在は工場の2

階部分で事業を再開している。
さんま水煮缶詰には、「「食」を通じて社会に貢献」とい

う岩手缶詰㈱の糸井社長の思いが込められているようで
ある。

価　　格：1缶400円
名　　称：さんま水煮　
原材料名：さんま、食塩　　　
内 容 量：410ｇ
製 造 者：岩手缶詰株式会社
　　　　　岩手県釜石市浜町2-1-15

購入方法
　①「楽天市場」や「Amazon」等の通販サイト
　②「いわて銀座プラザ」TEL 03-3524-8282
　（注）製造者からの直接販売はしません。

食べる

三陸産　さんま水煮（岩手県釜石市）

直径76mm×高さ110 
mmの大きな缶

大振りのサンマがゴロゴロ入っている

新書ベストセラー（2013.3.31～4.6）

株式会社八重洲ブックセンター　　TEL 03- 3281-1811
〒104-8456  東京都中央区八重洲2-5-1　（JR東京駅　八重洲南口）

順位 書名 著者 出版社 本体価格
1 出雲と大和 村井康彦 岩波書店 ¥840
2 勝ち続ける意志力 梅原大吾 小学館 ¥740
3 人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか　 森博嗣 新潮社 ¥700
4 日本人のための世界史入門 小谷野敦 新潮社 ¥780
5 漢字雑談 高島俊男 講談社 ¥800
6 眼球堂の殺人 周木律 講談社 ¥1,040
7 綾辻行人殺人事件主たちの館 綾辻行人　監修 講談社 ¥1,000
8 興国の楯 1945　戦艦『ミズーリ』奪取作戦！ 林譲治 学研パブリッシング ¥933
9 おどろきの中国 橋爪大三郎　他 講談社 ¥900
10 古代日本の超技術 志村史央 講談社 ¥880

※本体価格には消費税は含まれません。
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1．日時　　　
平成25年3月14日（木）　午後1時30分～午後5時00分

2．場所　　　情報通信設備協会　会議室
3．出席理事　20名

網谷駿介会長、佐々木茂則理事長、長田修
一郎副理事長、井上新一副理事長、岩本
房幸専務理事、井上剛毅、樋口正仁、辰川
伸一、麓譲、及川恒彦、加藤博之、大輪堅
一、福島和義、今井秀昭、鈴木潔、宮川欣丈、
吉本幸男、田中秀明、山田恭郎、藤田義明
の各理事

　出席監事　2名　
鈴木功一、渡邊秀治の各監事

4．網谷会長挨拶要旨
日本のブロードバンドの状況は、FTTHに比べて携帯

電話等が1億3,550万まで急速に伸びており、光と携帯の
割合が変わってきている。

NTTの第3四半期決算資料では、固定ブロードバンド
の契約数は2012年3期の通期実績が150万6,000であり、
24年度末では75万から80万ぐらい、去年の約半分しか伸
びていない。

電話等固定ネットワークの音声収入は、2008年には東
西合計で2兆486億円あっが、2014年には2分の1の1兆
円と予測しているが、音声の激減には PBXやビジネス
フォンの通話が含まれており、それらが半減するという
ことだが、それに比べ、スマートフォンの販売数はどん
どん伸びており、携帯電話の7割がスマートフォンで、市
場に変化が起きている事は間違いない。

しかし、変化のときはビジネスチャンスがあるので、
我々がどう商機を捉え、これからどうなるかを予測しな
がらビジネスを展開していくことが重要であり、データ
を整理して解析し、ビジネスの方向性を決めていく事が
不可欠である。最新の情報を会員にデリバリーできるよ
う協会を変えていかなければならない。

5．審議模様
（審議事項）

（1）平成24年度研修実施状況及び25年度研修計画（案）に
ついて

田中教育委員長が、資料「平成24年度研修実施状況
及び25年度研修計画（案）」及び別紙「平成25年度本部
研修スケジュール（案）」について説明し、また岩本専
務理事より補足説明を行い、異議なく議決した。

（2）本部報（機関誌）の充実について
長田広報委員長が、資料「本部報（機関誌）の充実に

ついて」について説明し、また岩本専務理事より本部
報の発行回数を25年5月から年6回とする旨補足説明
を行い、異議なく議決した。

（3）LAN認定状況及び25年度の取組みについて
大輪業務委員長が、資料「LAN認定状況と25年度の

取組みについて」について説明し、25年度の本部及び
地方本部が実施すべき取組みついて、異議なく議決した。

（4）就業規則の一部改正について
福島総務委員長が、資料「就業規則の一部改正につい

て」について説明し、また岩本専務理事より、「高年齢
者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法
律」の平成25年4月1日施行に合わせ、就業規則を一部
改正旨補足説明を行い、異議なく議決した。

（5）従たる事務所の所在地変更
岩本専務理事が、資料「従たる事務所の所在地変更」

について説明し、九州地方本部移転について、異議なく
承認した。

（6）平成24年度本部会費（案）
井上財務企画委員長が、資料「平成25年度本部会費

（案）」について説明し、また岩本専務理事より補足説明
をして、異議なく議決した。

（7）平成25年度事業計画案及び予算案
井上財務企画委員長が、資料「正味財産増減計算書（24

年度見込）」、「平成25年度事業計画（案）」及び「平成25
年度収支予算書（案）」について説明し、また岩本専務
理事より補足説明をして、24年度は昨年度に引き続き
赤字決算になる見込み（－1,800万）で、24年度末の一
般正味財産の残高見込みは約16,000万円となる。25年
度予算の税引後の一般正味財産増減額は2,267万円の赤
字で、25年度末の一般正味財産期末残高は13,700万円
となる旨説明をして、異議なく議決した。

（8）セミナーの開催について
井上財務企画委員長が、資料「会員獲得に向けたセミ

ナー受講について（案）」について説明し、また三本事
務局長より補足説明をして、異議なく議決した。

（報告事項）
（9）事務局長人事について

岩本専務理事が、資料「事務局長人事について」につ
いて説明し、異議なく承認した。

（10）通常会員の入退会について
岩本専務理事が、資料「通常会員の入退会について」

について説明し、平成24年11月1日から平成25年1月
31日までに入会申込書が提出された2社について、電磁
的理事会により入会が承認された旨、報告した。
東海地方本部　㈱マイプレジャー　24年12月1日入会
東北地方本部　㈱東北テレネット　25年  1月1日入会

（11）賛助会員の退会について
（12）本部ホームページの更新状況
（13）その他
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◎　会社名　株式会社 マイプレジャー　（平成24年12月1日入会）
　　所在地　三重県四日市市　　代表者　河内優一　　ＴＥＬ　059-350-0700
　　ビジネスホン・FAX・複合機・その他ネットワーク機器の販売、施行、保守、メンテナンス
　　ＵＲＬ　http://www.my-pleasure.co.jp
◎　会社名　株式会社 東北テレネット　（平成25年1月1日入会）
　　所在地　山形県北村山郡大石田町　　代表者　長瀬洋一　　ＴＥＬ　0237-35-5557
　　情報通信設備の工事・設計・請負
　　ＵＲＬ　http://www.t-telenet.co.jp
◎　会社名　株式会社 コスモネット　（平成25年2月1日入会）
　　所在地　東京都港区　　代表者　三上　明　　ＴＥＬ　03-5157-1222
　　携帯電話販売サービス事業、情報通信システム事業、企業向けソリューション事業
　　ＵＲＬ　http://www.cosmonet.ne.jp

新会員（平成24年11月1日～平成25年3月31日）

2013．5　Ｖｏｌ．15　アンケート
アンケートにご協力をお願いいたします。読者の皆様のニーズにお応えし、より良い「ITCA」とするた

め、皆様の声をお寄せください。

該当する□にレ印を付け、FAXでお送りください。

Ｑ1　　あなたの会社での立場をお教えください。
　　　　□経営陣　　□従業員

Ｑ2　　あなたの性別、年齢をお教えください。
　　　　□男性　　□女性　　　
　　　　□10代　　□20代　　□30代　　□40代　　□50代　　□60歳以上

Ｑ3　　面白かった、ためになった記事をお教え下さい（複数回答可）
　　　　□業界ニュース
　　　　□地方本部だより　新潟国際ビジネスメッセ2012
　　　　□ IT最前線　危機管理から地域連携へと活躍場所が広がる医療クラウド
　　　　□業界特集　進化するスマートデバイス活用ツール
　　　　□平成25年度定時総会（第59回）のご案内
　　　　□平成25年度本部主催研修のご案内
　　　　□食べる、新書ベストセラー
　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

Ｑ4　　今後、「ITCA」に載せてほしいテーマやご要望をお教えください。

送信先：FAX番号　03-5640-6599
　　　　（一社）情報通信設備協会　事務局　　TEL 03-5640-6508

※お寄せいただきました情報は、機関誌「ITCA」の内容改善のためにのみ使用いたします。
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