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ITCA憲章

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

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

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

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

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

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

一般社団法人 情報通信設備協会
理事長　井上　剛毅

平成２７年度のスタートにあたり
〜組織強化に向け具体的な活動の展開を〜

会員の皆様には、日頃より協会の活動に対しご理解
とご支援をいただき、感謝を申し上げます。また、地
方本部、支部をはじめとした役員の皆様には協会事業
の推進にご尽力とご協力をいただき、厚く御礼申し上
げます。

　昭和 61 年度以降、協会の会員数は毎年約 30 社の純
減を続けて平成 25 年度末には 627 社となり、このま
ま協会の財務基盤である会員の減少が続けば事業活動
に重大な支障を来たす恐れがあることから、昨年 3 月
の理事会において 26 年度末の目標会員数を 700 社と
し、全地方本部が 25 年度末の 10％増を目標に会員増
強に取組むこと、そのためには、25 年度に実施した
会員アンケートで示された協会の三つのメリットであ
る①業界動向や新技術・サービス、②会員間の交流と
親睦、③研修、勉強会を中心とした事業を実施するこ
とを確認しました。

各地方本部では、役員を中心として入会勧奨の一声
運動を積極的に展開していただくとともに、協会本部
では三つのメリットの具現化のため新規事業の拡大や
研修事業、広報活動の充実などに努めた結果、26 年
度末の会員数は 633 社と目標には届かなかったもの
の 6 社の純増となって減少傾向に歯止めをかける事が
でき、加えて経費削減の努力により、26 年度決算は、
予算に対して赤字額が 940 万円ほど縮小する見込です。
各地方本部のご努力に改めて感謝申し上げます。

去る 3 月 11 日の理事会において平成 27 年度の事業
計画が決定されました。27 年度収支予算は 26 年度に
引き続いて赤字予算となり、昨年度と同様、各地方本
部による 10％増を目標にした会員増強が必要となっ
ています。新規入会を増やし、既設会員の退会を減
らして 27 年度末会員数 700 社の目標を達成するには、
協会本部と各地方本部が一丸となって「協会の三つの

メリット」の施策を立て、具体的に実行していくこと
が重要です。
　また、理事会では、委員長会議メンバー（理事）が
中心となって協会運営の在り方を論議し、改善への具
体策を検討していく事を決定いたしました。今後、各
地方本部のご意見をいただきながら進めてまいります
ので、よろしくご協力をお願いいたします。

　国内経済は緩やかな回復傾向にあって、大手のベー
スアップにより消費マインドも向上しつつあるようで
すが、企業物価は前年度に比べてまだ低下しており、
会員の皆様には今後も厳しい経営環境が続くと思われ
ます。

しかし、あるデーターバンクの調査では、2020 年
の東京五輪に向けて 7 割超の企業がオリンピック特需
の影響があると見ており、また、今年 10 月から始ま
るマイナンバー制度や政府が力を入れている地方創生
への取組みなどに、IT や通信業界が大きく関わる事
業の創設と発注が予想され、既に多くの地方自治体で
新規事業が企画、提案され予算化が始まっており、会
員がビジネスチャンスと捉えて事業の拡大に活かされ
ることを期待いたします。

昨 26 年度の協会は、研修・セミナー等の人材育成
や講演会の開催、機関誌・ホームページによる情報提
供と新サービスの紹介、キャリアとのアライアンス、
工事担任者資格の地位向上の取組みなど、会員に役立
つ事業を推進してまいりましたが、27 年度は、さら
に「三つのメリット」を具体化して今後の事業に反映
させてまいります。

協会のさらなる発展のため協会本部と地方本部と
がー体となって鋭意努力してまいりますので、会員皆
様方の一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう、よろし
くお願いいたします。
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地方本部だより

東日本大震災から４年と国連防災世界会議の開催
一般社団法人 情報通信設備協会 東北地方本部

事務局長　佐々木 勝夫

■復興の状況
 東日本大震災の集中復興期間（復興交付金）が終了
する 27 年度を向かえて、各自治体は事業促進に努力
をしております。しかし、防潮堤の高さが住民の同
意を得られず、着手が遅れている地区が各所で報道
されております。

気仙沼市では同意を得られた個所から着手してお
りますが、市の中央部では港湾機能が維持出来ない、
景観を損ねる等の意見があり、今だに着手出来ない
状況で、大谷海岸は昨年と何ら変化がありません。
　進捗が進んでいるのは町の中心部が被災した女川
町です。水産加工ゾーンはほぼ完成し稼働をしてお
ります。公園ゾーンは現在土地の嵩上げを行ってお
り、JR 女川駅舎も高台に移転して、3 月 21 日に全線
開通となりました。

移転促進区域の住居 1,919 戸（5,283 人）の居住
は、災害公営住宅 795 戸の計画に対して 3 月末で 223
戸が入居、自立再建の集団移転宅地は 254 区画の計
画に対し 140 区画が完成して引き渡しとなっており、
残りは 27、28 年度までに完了する計画です。

町の大半が被災した南三陸町（旧志津川町）は、
町の中心部全体の土地を嵩上げし新たに市街地を構
築する計画で、現在嵩上げ工事中です。市街地は 29
年度完了の計画で、街並みが構成されるのは 30 年
度とまだ先になるようです。住民の移転は、集団移
転宅地が計画 863 区画のうち 240 区画が完成、残り
は 27 年度中に、また、災害公営住宅は 104 戸が完成、
残り 140 戸は 27 年度中に完成する計画です。

仙台市、名取市、岩沼市等の、海岸線がある一部

の自治体は、災害公営住宅の建設と集団移転宅地の
造成が進んでおり、27 年度に完成する計画です。

以上の様な復興状況で、被災者の方々が新しい
生活の基盤を得るには、もう少し時間がかかる現状
です。復興に時間がかかり過ぎて、若い世代は既に
他の地区で生活基盤をつくっており、町に戻る機会
が無くなる現状も聞こえてきます。商店主の悩みは、
住民の減少で再建しても商いが出来るかの不安であ
り、自治体の構想通りに町の再生が進捗するのか、
今後の課題です。

１．宮城県気仙沼市大谷地区
　海抜0mのJR大谷駅と大谷海水浴場。防潮堤を7.9m
から 6.5m にする折衷案が出ましたが合意が得られず、
昨年の状況から変化なし。

 
２．宮城県女川町
　写真の上部は水産加工ゾーンで操業中。下部は公園
ゾーンで土地の嵩上げ中。撮影している高台は町立病
院と同じ 20m の高さがありますが、ここにも 2m の浸
水がありました。

未曾有の災害と言われた東日本大震災から4年が過ぎ、全国の支援を受けて被災地も復興しつつあります。
しかし、福島、宮城、岩手の3県で避難者数229,179人（福島県120,009人、宮城県78,147人、岩手県31,022人）、
仮設住宅入居戸数73,815戸（福島県30,840戸、宮城県30,307戸、岩手県12,668戸）（平成25年2月現在 新
聞報道）の方々がいまだに仮住まいの現状です。
昨年の協会報『ITCA』3月号で被災地の状況を報告させていただきましたが、その後の現況と復興状況を報告する
ため1年振りに各地を回り、自治体により復興の進捗状況が違う事を感じさせられました。
また、3月14日〜18日の5日間に亘り、世界の自然災害の被害軽減のために国際的な防災戦略と行動指針を決
める、第3回国連防災世界会議が仙台で開催されました。
2003年から2012年の10年間で自然災害による世界の死者数は110万人で被害総額は1兆4000億ドル（約
165兆円）に上っており、東日本大震災で多大な犠牲を払った被災地から世界へ、災害による死者を減らす指針を
発表したことは意義のある事だったと思います。
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３．宮城県南三陸町（旧志津川町）
旧街並み全体を嵩上げし、海岸沿いは緑地化して

公園地域とします。低い所で 4m、商業地区で 6 メー
トル強の嵩上げ計画です。

■国連防災世界会議
　国連は 1990 年代を国際防災の 10 年と定め、国際
協調行動を通じ自然災害による被害の軽減を図って
きました。その中間年である 1994 年には、横浜市で
第 1 回国連防災世界会議を開催、2005 年に第 2 回国
連防災世界会議が兵庫県で行われ、2015 年 3 月 14 日
～ 18 日の 5 日間、仙台で第 3 回国連防災世界会議を
開催しました。

天皇、皇后両陛下が御列席のもと、186 カ国の首脳
級を含む各国政府関係者や NGO の幹部 5,000 人以上
が出席し開催されました。

仙台国際センターの会場をメインとし、仙台市内
10 カ所の会場でパブリックフォーラムを行いました。
360 のシンポジウム・セミナーや 200 の展示等を行い、
14 万 2 千人の参加を見ました。又、津波で被災した
沿岸部を中心とした公式視察ツアーが 25 コース設け
られ、多数の外国人が参加をしました。

18 日に会議終了の予定が 19 日未明までかかり、数
値目標の設定は見送られましたが、下記の『七つの
世界レベル目標』を採択しました。

　□七つの世界レベル目標
①2030年までに、災害による全世界の死亡率
を大幅削減する。
　20年～30年の10万人当たりの平均死亡者
数を、05年～15年よりも少なくする。

②2030年までに、災害による全世界の被災者
数を大幅削減する
　20年～30年の10万人当たりの平均被災者
数を、05年～15年よりも少なくする。
③2030年までに、全世界の国内総生産（GDP）
に占める災害による直接的な経済損失を減ら
す。
④2030年までに、医療や教育の施設を含む重
要インフラを強靭化し、災害による被害と基
礎的サービスの停滞を大幅に減らす。
⑤2020年までに、国や地方レベルで防災戦略
を持つ国を大幅に増やす。
⑥2030年までに、枠組み履行に向けた途上国
の取り組みを後押しするため、適切かつ持続
可能な支援を通じた国際協力を大幅に増やす。
⑦2030年までに、住民がマルチハザード（多様
化する危機）早期警報システムを利用し、災害
リスク情報と被害予測にアクセスできる機会
を大幅に増やす。

１．メイン会場の仙台国際センター

 
２．シンポジウム会場（せんだいメディアテーク）

 

３．仙台市役所前の勾
こうとうだい

当台公園のイベント会場
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特集

マイナンバー（社会保障・税番号）制度への
準備は進んでいますか

〜１０月にマイナンバーの通知が始まります〜

1-1．マイナンバー
　マイナンバーは、住民票を有する全ての方に 1 人 1
つの番号を付して、「社会保障、税、災害対策」の 3 分
野を対象として、複数の機関に存在する個人の情報が
同一人の情報であることを確認するために活用される
もので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平
かつ公正な社会を実現する社会基盤となるもので、市
区町村長から「通知カード」で通知されます。

マイナンバーの利用範囲

1-2．「通知カード」と「個人番号カード」
（1）通知カード
　2015 年 10 月に、住民票を有する全ての方に、マイナ
ンバーを通知するための通知カードが配布されます。
　通知カードは、紙製のカードの券面に「氏名、住所、
生年月日、性別（基本 4 情報）、マイナンバー」が記載
されています。顔写真は入っていませんので、行政や

民間企業等の利用に際しての本人確認のときには、別
途顔写真が入った証明書（例えば運転免許証）などが
必要になります。

（2）個人番号カード
　2015 年 10 月にマイナンバーが通知された後に、個人
番号カードを市区町村に申請すると、2016 年 1 月以降
に交付を受けることができます。
　個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、
マイナンバーなどが記載され、本人の顔写真が表示さ
れて、「本人確認」のための身分証明書として利用でき
るほか、カードの IC チップに搭載された電子証明書を
用いて、e-Tax（国税電子申告・納税システム）などの
各種電子申請が行えるほか、自治体の図書館利用証や
印鑑登録証などの各自治体が条例で定めるサービスに
も使用できます。
　なお、個人番号カードに搭載される IC チップには、
券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電
子証明書が記録されますが、その他の個人情報は記録
されません。

1-3．法人番号
　法人番号は、①設立登記法人、②国の機関、③地方
公共団体、③その他法人や団体であって、法人税・消
費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴
収義務を有する団体に、「国税庁長官」が指定し通知さ
れます。
　また、これ以外の法人等であっても、個別法令で設

2013年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「番
号法」）が国会で成立し、2015年10月から国民一人一人に12桁の「個人番号」（以下「マイナンバー」）が、
また、法人等に13桁の「法人番号」が通知されて2016年1月から利用開始となります。ある調査では対
応への準備ができた企業は20％弱といわれており、民間企業の対応の遅れが指摘されています。

１．マイナンバー制度の概要

社会保障
分野

年金分野 年金の資格取得 ･ 確認､ 給付を
受ける際に利用

労働分野
雇用保険等の資格取得 ･ 確認､
給付を受ける際に利用
ハローワーク等の事務等に利用

福祉 ･ 医療
その他分野

医療保険等の保険料徴収等の医
療保険者における手続きに利用
福祉分野の給付を受ける際に利用
生活保護の実施等に利用
低所得者対策の事務等に利用

税分野
国民が税務当局に提出する確定
申告書､ 届出書､ 調書等に記載
当局の内部事務等に利用

災害対策分野

被災者生活再建支援金の支給に
関する事務等に利用
被災者台帳の作成に関する事務
に利用

上記の他､ 福祉、保健若しくは医療その他の社会保障､
地方税、防災に関する事務､ その他これらに類する事
務であって、条例で定める事務に利用

通知カードの例 個人カードの例
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立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律
に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出
する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁
長官に届け出ることによって法人番号の指定を受ける
ことができます。
※ 1　法人番号は 1 法人に対し 1 番号のみ指定されま

すので、法人の支店や事業所等には法人番号は指
定されません。

※ 2　個人事業者に対しては、法人番号は指定されま
せん。

法人番号の利用範囲
　法人番号は個人番号と異なり利用範囲の制約がなく、

国税庁のホームページで公表されます。公表される情
報は、法人番号の指定を受けた団体の①商号又は名称、
②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の 3
項目（基本 3 情報）です。

1-4．マイ・ポータル
　行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、
どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が
保有する自分に関する情報や、行政機関から自分に対
しての必要なお知らせ（例えば、お子様の予防接種の
お知らせ）情報等を自宅のパソコン等から確認できる
ネットワークシステム「マイ・ポータル」が、2017 年
1 月から運用開始になります。 

1-5．マイナンバー導入のロードマップ

民間におけるマイナンバーの利用例
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　マイナンバー制度は、行政機関や地方自治体などが、
社会保障、税、災害対策の 3 分野において効率的な情
報の管理 ･ 利用や迅速な情報の授受を実現する仕組み
ですが、マイナンバーを利用できる事務処理は、公的
機関だけで完結するものだけではなく、民間企業を通
じて従業員から本人や家族のマイナンバーの提供を受
けるものもあり、民間企業として対応が必要になります。

2-1．民間企業が影響を受ける業務
　民間企業が影響を受ける業務の代表的なものは人事
･ 給与業務です。給与計算事務では、税務署や市区町村、
年金事務所といった関係機関に提出する法定調書や各
種届などについてマイナンバーの新たな追記が必要と
なります。また、健康保険、厚生年金保険、雇用保険
における被保険者資格の取得・喪失などの届出を行う
場合もマイナンバーを記載することになり、各企業で
はマイナンバーの利用開始に向けた準備が必要になり
ます。

2-2．マイナンバーの提供者
　民間企業がマイナンバーの提供を受ける必要のある
対象者は、従業員本人やその扶養家族だけでなく、次
のような取引相手（個人事業主）など一時的な支払対
象者も含まれ、対象者は多岐にわたるため、マイナン
バーの収集に向けた全社的な取組が必要となります。

・顧問弁護士、顧問税理士
・賃貸契約を締結している個人の家主
・外部の研修講師、セミナー講演者

・株式配当金、株式譲渡対価、投資信託分配金の支
払相手

3-1．マイナンバーの収集
　従業員や顧客などからマイナンバーを取得する際は、
本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりす
ましを防止するために厳格な本人確認を行わなければ
なりません。
　また、ある個人番号関係事務のために取得したマイ
ナンバーを、本人の同意の有無にかかわらず、別の個
人番号関係事務に利用できません。
　しかし、従業員にマイナンバーを利用する複数の事
務・利用目的を包括的に明示して取得し、利用するこ
とは差し支えありません。

3-2．本人確認
（1）本人確認
　マイナンバーを取得する際は、正しい番号であるこ
との確認（番号確認）と、現に手続きを行っている者
が番号の正しい持ち主であることの確認（身元確認）
が必要であり、原則として、 

①個人番号カード（番号確認と身元確認） 
②通知カード（番号確認）と運転免許証など（身元

確認） 
③個人番号の記載された住民票の写しなど（番号確

認）と運転免許証など（身元確認）
のいずれかの方法で確認する必要があります。ただし、
これらの方法が困難な場合は、過去に本人確認を行っ
て作成したファイルで番号確認を行うことなども認め
られ、また、雇用関係にあることなどから本人に相違
ないことが明らかに判断でき、個人番号利用事務実施
者が認めるときは身元確認を不要とすることが認めら
れます。 

（2）扶養親族の本人確認
　税の扶養控除等申告書の提出では、従業員が、事業

番号記載のイメージ（給与所得の源泉徴収票の例）

3．マイナンバーの管理

法定調書の名称 対象業務
給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票 人事給与業務

報酬､料金､契約金および賞金の支払調書
不動産の使用料等の支払調書

各種契約に基
づく取引業務

配当、剰余金の分配および基金利息の支払
調言
株式等の譲渡の対価等の支払調書

株式取引業務

民間の一般企業が取り扱う主な法定調書の例

2．マイナンバーの影響を受ける業務
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主に対してその扶養親族のマイナンバーの提供を行う
とされているため、従業員が個人番号関係事務実施者
として扶養家族の本人確認を行う必要があり、この場
合、事業者が扶養家族の本人確認を行う必要はありま
せん。

（3）国民年金の第 3 号被保険者の届出
　国民年金の第 3 号被保険者の届出では、従業員の配
偶者（第 3 号被保険者）本人が事業者に対して届出を
行う必要があり、事業者が当該配偶者の本人確認を行
う必要があります。通常は従業員が配偶者に代わって
事業者に届出をしますので、その場合は、従業員が配
偶者の代理人としてマイナンバーを提供することとな
り、実務上は従業員が配偶者の本人確認を行うことに
なります。

3-3．安全管理措置
　マイナンバー法では、事業者は、個人番号及び特定
個人情報が漏えい、滅失又は毀損することなく適切な
管理を行うために、各種の安全管理措置を講じなけれ
ばならないとされており、事業者に求められる安全管
理措置の内容は、以下のとおりです。

（1）組織的安全管理措置
　事業者は、組織体制の整備や、取扱規程等に基づく
運用、取扱状況を確認する手段の整備取扱状況の把握
及び安全管理措置の見直しなど、特定個人情報等の適
正な取扱いのための組織的な安全管理措置を講じる必
要があります。

（2）人的安全管理措置
　事業者は、事務取扱担当者の監督や教育など、特定
個人情報等の適正な取扱いのための人的な安全管理措
置を講じる必要があります。

（3）物理的安全管理措置
　事業者は、特定個人情報等を取り扱う区域の管理や、

機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等を持
ち出す場合の漏えい等の防止、個人番号の削除、機器
及び電子媒体等の廃棄など、特定個人情報等の適正な
取扱いのための物埋的な安全管埋措置を講じる必要が
あります。

（4）技術的安全管理措置
　事業者は、アクセス制御、アクセス者の識別と認証、
外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防
止など、特定個人情報等の適正な取扱いのための技術
的な安全管理措置を講じる必要があります。
　ただし、事業者のうち従業員が 100 人以下の中小規
模事業者の特例を設けており、実務への影響を配慮し
ています。

（5）保管と廃棄
　マイナンバーをその内容に含む個人情報である特定
個人情報は、法律で限定的に明記された場合を除き、
保管してはならないとされており、法律で限定的に明
記された事務を行う必要がある場合に限り、保管し続
けることができます。
　また、マイナンバーが記載された書類等のうち所管
法令によって一定期間保存が義務付けられているもの
は、その期間保管することとなります。
　例えば、雇用契約等の継続的な関係にある場合に、
従業員等から提供を受けたマイナンバーを給与の源泉
徴収事務、健康保険・厚生年金保険届出事務等のため
に翌年度以降も継続的に利用する必要が認められるこ
とから、特定個人情報を継続的に保管できると解され
ます。
　一方、法律で限定的に明記された場合を除き、特定
個人情報を収集又は保管することはできないため、社
会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要
がなくなった場合で、所管法令で定められた保存期間
を経過した場合、マイナンバーをできるだけ速やかに
廃棄又は削除しなければなりません。
　なお、マイナンバーの部分を復元できない程度にマ
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スキング又は削除した上で他の情報の保管を継続する
ことは可能です。
　このように、マイナンバーの保管（廃棄）には制限
があり、廃棄又は削除を前提として、紙の書類であれ
ば廃棄が容易になるように年限別に管理するなどや、
システムであれば、不要となったマイナンバーを削除
するための仕組みを構築することなどが望ましいと考
えられます。

3-4．受託・委託の注意
　社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部
又は一部を委託する場合、委託先で、委託者自らが果
たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、
必要かつ適切な監督を行わなければなりません。具体
的には、

①委託先の適切な選定
②委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な

契約の締結
③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握

の 3 点が必要となります。
　委託者は、委託先の設備、技術水準、従業員に対す
る監督・教育の状況、その他委託先の経営環境等をあ
らかじめ確認しなければなりません。
　また、契約内容として、秘密保持義務､ 事業所内か
らの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人情報の目
的外利用の禁止、委託契約終了後の特定個人情報の返
却又は廃棄、従業員に対する監督・教育、契約内容の
遵守状況について報告を求める規定等を盛り込まなけ
ればなりません。
　委託者は、委託先に対する監督だけではなく、再委
託先・再々委託先に対しても間接的に監督義務を負い
ます。
　また、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務
の全部又は一部の委託先は、最初の委託者の許諾を得
た場合に限り、再委託をすることができます。

　特定個人情報（マイナンバーを含む個人情報）は、
従来の個人情報に比べて扱う情報の範囲、不正に扱わ
れた際のリスクが高い情報のため、マイナンバー漏洩
時の罰則は従来の個人情報に比べ強化されており、収

集したマイナンバーが情報漏洩した場合には法律で罰
せられることになります。

罰則規定の例
①正当な理由なく、個人番号利用事務等に従事する

者等が特定個人情報ファイルを提供した場合
⇒ 4 年以下の懲役 または 200 万円以下の罰金又は併科

②不正な利益を図る目的で、個人番号利用事務等に
従事する者等が個人番号を提供又は盗用した場合
⇒ 3 年以下の懲役 または 150 万円以下の罰金又は併科

③情報提供ネットワークシステムの事務に従事する
者が、情報提供ネットワークシステムに関する秘
密の漏洩又は盗用した場合
⇒ 3 年以下の懲役 または 150 万円以下の罰金又は併科

（1）基本方針の策定
　事業者は、個人番号を取り扱う事務の範囲、特定個
人情報等の範囲、事務取扱担当者を明確化し、特定個
人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取
り組むための基本方針を策定する必要があります。

（2）取扱規程等の策定
　事業者は、個人番号を取り扱う事務の流れ等を整理
し、特定個人情報等の具体的な取扱いを定める取扱規
程等を策定する必要があります。取扱規程等には、各
段階ごと（取得、利用、保存、提供、削除・廃棄の場面）
における、特定個人情報の取扱方法や、責任者・事務
取扱担当者、その任務の取扱いなどを定めます。ま
た、取扱規程には、組織体制、担当者の監督、区域管理、
漏えい防止、アクセス制御など、安全管理措置を織り
込むことが必要です。

（3）従業員の教育研修
　特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられる
よう、従業員に対する必要かつ適切な監督を行うこと
が必要です。そのために、個人番号の取得対象となる
全従業員への周知や、個人番号取扱事務を担う従業員
への情報の安全管理に関する教育や業務トレーニング
などが必要になります。

5．導入への準備

4．マイナンバーが漏えいした場合の罰則
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（4）業務プロセスの整偏
　特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられる
よう、策定された取扱規程等にもとづき、特定個人情
報等を取り扱う各段階において、関連する業務の流れ
の整理・見直しを行います。具体的には、個人番号の
取得・本人確認業務や、特定個人情報の保管・廃棄に
係る業務、特定個人情報の委託先管理、法定調書等の
提出業務などを中心に見直しを行います。

（5）業務システムの整備
　特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられる

よう、策定された取扱規程等にもとづき、特定個人情
報等に関運するシステムを整理して、必要に応じて改
修・見直しを行います。具体的には、個人番号の収集
システム、保管・照会システム、人事給与・支払調書
システムなどを中心に調達・改修を検討するほか、セ
キュリティ対策やログ・アクセス制御、不正アクセス・
漏えい対策などを整備します。

※詳細は、内閣官房ホームページ「マイナンバー
社会保障・税番号制度」をご覧ください。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

　マイナンバー制度への対応の参考として作成しま
したので、自社の状況に合わせてお使い下さい。

（1）取得
①個人番号の収集が必要な対象者の洗い出しをし

たか？（一時的な支払対象者を含む）
②個人番号の取得方法は？（システムか対面、郵

送か）
③個人番号はどこで取得するのか？（本社か各支

店か）
④個人番号の取得担当者は誰か？（本社の人事担

当者か各支店の責任者か）
⑤どの従業員からも同じ手順で個人番号を収集、

本人確認ができるか？
⑥個人番号の取得状況がいつでも確認できるか？
⑦個人番号の取得や本人確認の履歴が残せるか？
⑧非正規社員の個人番号を収集する仕組みがある

か？

（2）保管
①個人番号をどこに保管するのか？（システム上

のファイルか書類か）
②個人番号をどのように保管するのか？
③個人番号をセキュリティの高い状態で保管でき

るか？
④個人番号を関係者以外は見ることができない

か？
⑤個人番号の保管記録を残せるか？
⑥誰がいつ、誰の番号を照会したか記録が残るか？

（3）利用・提供・廃棄
①システムから出力する帳票が個人番号出力に対

応しているか？

②手作業で作成している帳票があるか？　ある場
合の対応は？（今後も手作業で作成か、システ
ムからの出力を検討か）

③個人番号は社会保障と税に関する帳票しか利用
できないか？

④帳票の個人番号記載の有無を変更できるか？
⑤個人番号の取扱い担当者が決められているか？
⑥個人番号の利用状況を記録して残せるか？
⑦保管の必要が無くなった個人番号（退職者、扶

養から外れた家族）を把握できるか？
⑧個人番号の廃棄が記録で残せるか？
⑨個人番号が記録されている書類の保管方法は、

廃棄を前提としているか？

（4）安全管理
①組織体制や社内ルールが整備されているか？（責

任者と担当者の区分、社内規定、情報漏えい時
の対応等）

②個人番号を取り扱うシステムはアクセス制御さ
れているか？

③個人番号を取り扱うシステムに対するアクセス
者の識別と認識ができるか？

④個人番号を取り扱うシステムに対する外部から
の不正アクセスを防止しているか？

⑤外部への送信に対し暗号化等によりデータの機
密性を確保しているか？

⑥個人番号を取り扱うシステムを物理的に隔離し
ているか？

⑦個人番号を取り扱う機器、電子媒体及び書類等
を物理的に隔離しているか？

⑧個人番号が記録されている電子媒体や書類を持
ち出す場合の安全対策を行っているか？

（参考）チェックリスト



10

業界ニュース　2月 

㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリは、パソコン 1 台から利用可能なクラウド型の「ディスク暗号化サービス」を 4 月
から販売開始した。「ディスク暗号化サービス」は、ハードディスク暗号化ツールの提供をはじめ、緊急時の暗号化解除や日々の
問い合わせ対応など、パソコンの情報漏えい対策をトータルで支援する月額制のサービスである。パソコンの管理サーバは、安
全性と信頼性が高い富士通㈱のパブリッククラウドサービスを活用し、富士通ソーシアルサイエンスラボラトリで運用管理して
手間を軽減する。本サービスは必要な期間、必要な台数だけ契約可能な月額制で、最短 3 か月、パソコン 1 台から手軽に利用で
きる。参考価格：300 ユーザーで月額（税込み）324,000 円から

富士通ソーシアルサイエンスラボラトリがパソコン１台から利用可能なクラウド型「ディスク暗号化サー
ビス」を販売開始

㈱東芝は、自社の多様な技術・商品・サービスをかけ合わせた「lifenology」（生命・生活とテクノロジーの造語）で、人々が生き
生きと暮らせる、安心・安全・快適な社会＝ Human Smart Community の実現を目指しているが、その取り組みの一環として、つ
いに野菜の生産に乗り出した。ほぼ無菌状態に保った神奈川県横須賀市の植物工場で人工光を使い、長期保存できる野菜を無農薬
で生産する。現時点では、レタス、水菜、ホウレンソウなどを栽培。既に一部小売店などへの出荷も始まっている。植物工場では、
東芝グループ企業がこれまでに培ってきた様々な技術が活用されている。将来的には他の事業との連動や、植物工場ソリューショ
ンとしての外販も目指す。

東芝が人工光を利用した「植物工場」クリーンルームファーム横須賀で安心・安全な新鮮野菜を生産

住友電工システムソリューション㈱は、一般家庭に光ファイバを引き込む FTTH サービスで利用されてきた機器（GE-PON）
や光幹線分岐などの工法を組み合わせ、工場、オフィス、商業施設などで、ネットワークインフラを構築できる配線ソリューショ
ン「SmartGP」を開発し販売を開始した。「SmartGP」の採用により、簡単で、安く、断線時でも瞬時の復旧が可能なネットワー
クインフラを実現できる。情報通信の高度化に伴いネットワークインフラも複雑化し、運用負荷軽減や運用コスト削減は企業に
とって大きな経営課題となっている。複雑化した従来のネットワーク配線方式（スター型配線）の問題を解決できる配線ソリュー
ションとなり、変化を続けるお客様の事業環境を支えるネットワークインフラとして、シンプルで柔軟な運用が実現できる。

住友電工がＦＴＴＨ技術を工場、オフィス、商業施設用ネットワークに適応させた配線ソリューション
「ＳｍａｒｔＧＰ」を開発

㈱朝日新聞社は、ウェブ上で誰もが広く資金集めができる米国発の新しいしくみ、「クラウドファンディング」のサイト「A-port」
（エーポート）を 3 月に開設した。夢やアイデアの実現を目指して A-port で資金を募る「起案者」を募集し、朝日新聞社が審査して
採用を決めるが、個人、団体、企業を問わない。A-port は、朝日新聞社の関連媒体を通じ、資金を必要としている「プロジェクト」
の魅力を伝えていき、誰もが夢に挑戦でき、気軽に支援できるクラウドファンディングのしくみ自体の普及も目指す。A-port 立ち
上げにあたり、映画やアートなどのプロジェクトを扱うクラウドファンディングの大手サイトを運営する「㈱ MotionGallery（モーショ
ンギャラリー）」と提携し、A-port の決済システムや運営は、同社のサポートを受ける。
　夢ある人と支援したい人を結ぶ場を提供することにより課題解決に近づけ、新しいビジネスや商品を生み出して、経済や地域の
活性化につなげることを目指している。

朝日新聞社がＷｅｂ上で誰もが広く資金集めできるクラウドファンディングサイト「A-port」を開設

NEC ネッツエスアイ㈱は、最新の ICT を活用し、従来在宅ワークの抱えていた課題を解決する「在宅勤務ソリューション」の実
用化をめざし、自社において、育児中の女性を中心に在宅ワークの実証実験を開始した。
　本実証実験では、最新の ICT を活用することで、オフィスやこれまでの働く時間の枠を超えた変則型ワークスタイルを採用し、
育児に従事する女性社員がライフスタイルに合わせた事業計画を立て遂行することを可能にした。

NEC ネッツエスアイでは、2007 年より、ICT とこれを活かすオフィス設備／空間デザインの融合により社員の働き方を変革する
ソリューション「EmpoweredOffice」を提唱し、自社内での実践を通じて社員の生産性向上ならびにコスト削減に成果を挙げると共
に、その成果をお客様企業のオフィス作り、働き方改革へと横展開し実績を重ねてきたが、今回の 3 ケ月間の実証実験を通じ、そ
の課題や成果を検証・改善し、お客様企業における女性活躍の取組みに貢献していく考えである。

ＮＥＣネッツエスアイが時間や場所のフレキシビリティを高め成果を創出する在宅ワーク実証実験をスタート

埼玉県が官民連携で進めている「出歩きやすいまちづくり事業」では、県民にとって利用しやすいバス環境を整えるために、バ
ス情報の「オープンデータ化」を推進している。現在バス事業者ごとに異なる運行データをオープ化し、バス停留所などに「NFC
タグ」を貼り付け、そこにスマートフォンをタッチすると、バス運行情報などを表示するスマホサイト「BUSit（バスイット）」で、
乗りたいバスが「あと何分でくるか」がわかる「バスロケシステム」の運用・検証を行っている。

民間バス事業者の「バスロケシステム」のリアルタイム情報を、官民連携で「オープンデータ化」する取組と「NFC タグ」を利
用したのは日本で初めてで、2 月から概ね半年間、西武バス（他バス事業者へも順次拡大予定）で実施。

埼玉県がバス運行情報がスマートフォンで分かるオープンデータ化パイロット事業を開始
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総務省は、2 月 27 日に㈱ Hi-Bit と㈱ U-NEXT に対し、同社が NTT 東西から光アクセス回線サービスの卸売を受けて提供
するサービスである Hi-Bit の「光ギガ」と U-NEXT の「U-NEXT 光」の電話勧誘において、不適切な販売勧誘方法が認めら
れたとして、販売勧誘方法の改善等を求める指導を行った。

指導内容は、①利用者の意思確認等の徹底、②電気通信事業法第 26 条の規定に基づく説明義務の遵守徹底、③転用承諾番
号の取得を利用者本人以外の者が行わないことの徹底、④不適切な販売勧誘を行った代理店への措置、⑤再発防止措置等の報
告、①～④までについてとられた具体的措置、その他不適切な販売勧誘を防止するためにとられた具体的措置について、本件
指導後 3 ケ月間の状況を総務省に報告するよう求めている。

総務省が光アクセス回線の卸売後の販売勧誘方法で２社に指導

IDC Japan ㈱は、国内 IT サービス市場予測を発表した。同市場は、2014 年において好調に推移し、6 年ぶりに前年比 3.1％
増の 5 兆 1,893 億円になったものとみられている。年前半における金融業や官公庁などのシステム開発需要に支えられ、好調
に推移した。また、データセンターサービスや IaaS の利用拡大も、市場の成長を下支えしている。2015 年以降も成長を継続
するとみられ、金融機関における大型投資、マイナンバー制度に関わる投資などが市場のけん引役になると予想。加えて、ク
ラウド、ビックデータ等といった新たな IT の潮流に関する IT サービスの支出も、市場の成長の一要因となり、また、これ
まで IT の利用が少なかった中小企業のような新たな顧客セグメントを開拓が、市場拡大の促進要因にもなりうるとしている。

ＩＤＣが国内ＩＴサービス市場予測を発表

㈱ NTT ドコモと㈱ゼンリンデータコムは、スマートフォンに搭載しているモーションセンサーを活用した歩行者自律航法
技術と地図情報を活用したルートマッチング技術を組み合わせた新たな屋内ナビゲーション技術を開発した。歩行者の動きを
検知するために、スマートフォンに搭載されたモーションセンサーから取得した情報を、自律航法技術を使って複合的に解析
し、利用者の動きを目的地までのルートに合わせた最適な位置に補正するルートマッチング技術と組み合わせる。これによ
り、GPS 測位が困難な屋内環境や、Wi-Fi や BLE 等の Beacon が設置されていない地下鉄駅構内や地下街など、GPS 測位が困
難な屋内環境においてもナビゲーション機能を利用できるほか、屋外・屋内間の移動時のナビゲーションを継続して快適に利
用することが可能となる。現在、NTT ドコモが提供する「ドコモ地図ナビ powered by いつでも NAVI」の機能の拡充として、
屋内ナビゲーション機能を 4 月以降に提供開始する予定。利用料金：月額使用料 300 円（税抜）

ＮＴＴドコモとゼンリンデータコムが地図情報を活用した新たな屋内ナビゲーション技術を開発

パナソニック㈱エコソリューションズ社は、「スマート HEMS」につながる機器として、新たに電動窓シャッターとの連携
を 5 月から開始する。「スマート HEMS」は、電動窓シャッターと連携することで、電動窓シャッター 1 台ごとの個別操作（開・
閉・停止）はもちろんのこと、お出かけ時・起床時・就寝時に家全体の電動窓シャッターの一括操作（開・閉）やタイマーに
よる自動コントロールを実現する。「スマート HEMS」専用のモニターに加え、スマートフォン、タブレット、パソコンなど
日ごろ使用している端末機がモニターとして利用可能である。なお、連携できる電動窓シャッターは、文化シャッター㈱製「マ
ドマスター・スマートタイプ」が対象となる。

パナソニックがスマートＨＥＭＳと連携してスマホやタブレットで電動式窓シャッターを開閉

NEC は、自治体などにおけるオープンデータ活用に向けて、コンサルティング、システム構築、ビジネス開発を推進する
ソリューションの提供を開始し、①オープンデータ活用コンサルディングサービス、②オープンデータ化支援（システム構築）
サービス、③オープンデータ・プラットフォーム構築・運営サービスの 3 つのサービスを提供する。

今後、オープンデータの利活用を進めるための分析支援や新規事業の立ち上げにオープンイノベーションを活用したベン
チャー企業の事業化支援、オープンデータの関連技術としてプライバシー保護技術やデータを保護するセキュリティ技術の開
発も進めていく。

ＮＥＣがオープンデータ活用支援ソリューションを提供開始

総務省と観光庁は、連携して訪日外国人旅行者向けの無料公衆無線 LAN 環境の整備促進、利用場所の周知、利用円滑化に
向けた各種取組を推進するため、昨年 8 月に「無料公衆無線 LAN 整備促進協議会」を設置したが、この度、本協議会において、
共通シンボルマーク（Japan.Free Wi-Fi）の導入、海外への情報発信に取り組むことを決定した。
　今後、訪日外国人旅行者向けの無料公衆無線 LAN の周知・広報を強化していくため、官民が連携して共通シンボルマーク
の普及、海外への情報発信の各種取組を実施していく。

観光庁が外国人旅行者向け無料公衆無線ＬＡＮ環境の周知、広報の強化に乗り出す

ネットチャート㈱と冨士電線㈱は、医療業界向けに細径・軽量で、抗菌性に優れた新製品 LAN ケーブル「medi-patch（メ
ディパッチ）」、及び抗菌ツイストペアケーブル（シールド加工付）を開発し、3 月 1 日より販売を開始した。抗菌加工を施し
た LAN ケーブルの商品化は世界初。

ネットチャートと冨士電線が医療業界向けに抗菌 LANケーブルを販売開始
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業界ニュース　3月 

㈱インターネットイニシアティブ（IIJ）は、スマートメーターを活用したサービスを提供するためのシステム基盤として「PMS
（Power Metering System）サービスプラットフォーム」を開発し、商用化に先駆けて 6 月上旬より電力小売事業者向けに実証実験
環境を提供開始した。「PMS サービスプラットフォーム」では、IIJ の強みであるインターネット及びクラウドサービスの運用技術、
さらに自社の特許技術を活かし、以下の 3 つのシステム要素全てをワンストップで提供する。①「SA-W1」: スマートメーターの検
診データをリアルタイムで取得し、連携するクラウドシステムと通信を行うサービスアダプタ製品、②「PMS」: 検診データを蓄積、
管理するためのクラウド型自動検針システム、③「SACM」:「SA-W1」を遠隔から集中管理するマネージメントシステム

インターネットイニシアティブが電力小売事業者向け「スマートメーター活用プラットフォーム」を発表

㈱日立製作所は、着脱式カメラ付のヘッドマウントディスプレイと AR（Augmented Reality：拡張現実）技術を用いたハンズ
フリー型の現場保守・点検作業支援システムを開発した。本システムは、2014 年 2 月から販売しているクラウド型機器保守・設
備管理サービス「Doctor Cloud（ドクタークラウド）」のオプションサービスとして、国内外の工場・プラントや水処理施設など
の社会インフラ事業者向けに本年 7 月から販売を開始する予定。このシステムを導入することで、現場の撮影や作業ナビゲーショ
ンの確認をハンズフリーで行えるとともに、着脱式カメラを活用して見えにくい箇所も確認・撮影できることから、保守・点検
作業の効率・安全性向上と遠隔地からの作業指示の効率化を支援する。

日立が着脱式カメラ付きのヘッドマウントディスプレイとＡＲ（拡張現実）技術を用いたハンズフリー型
現場保守・点検作業支援システムを開発

富士通㈱は、小売業のイノベーションを加速させることを目的に、グローバルで統一したリテールビジネスコンセプト
「Connected Retail.（コネクテッド リテール）」を策定し、「小売現場革新」、「業務・業際間連携」、「グローバル展開」を 3 つの軸として、
さまざまなサービスを展開していく。「Connected Retail.」に基づき、小売ビジネスに関連する様々なサービスを連携させ実行す
る情報利活用ビジネスプラットフォーム「FUJITSU Retail Solution CHANNEL Value」を用意し、対応サービスを 6 月より順次
提供する。これにより、消費者がどのチャンネルでどのような購買行動を行ったかといった証跡情報を可視化し分析したうえで、
最適なチャンネルからの販促などを消費者ごとに実現できるほか、各種サービスの業際連携が可能になることで新たな付加価値
を提供するなど、小売業のオムニチャンネル対応の革新を支援する。

富士通が小売業のオムニチャンネル対応を革新する、情報利活用ビジネスプラットフォーム
「CHANNEL　Value」を提供開始

キャノン㈱は、ネットワークカメラの新製品として、360°旋回機能を搭載した屋外向けモデルや、0 ルクスの暗闇でも撮影可能な
赤外照明搭載モデル、風雨や寒暖の差がある環境下でも使用できる屋外向けドーム型カメラなど 9 機種を 5 月下旬より順次発売す
る。新製品は、河川や港湾など風雨を受ける環境下での撮影が可能な屋外向けの高機能モデルである。従来の屋内向けモデルに加え、
屋外向けの新製品が加わることでラインアップが拡充され、これまで以上にさまざまな場所での利用が可能になる。

キャノン初の３６０°旋回屋外向けモデルや赤外照明搭載モデルなどのネットワークカメラ９機種を発売

NEC ネクサソリューションズ㈱は、中堅企業向けに「IT 部門運営支援サービス」を開始した。本サービスでは、お客様が多く
の優秀な人材を IT 部門に配置しなくても、IT を有効活用出来るように支援することで企業経営を支えるものである。これにより、
従来型の要員派遣による人材支援や一時的なコンサルティングだけではなく、IT の専門家が、組織的かつ継続的に IT 部門の課題
を解決して経営に貢献するもので、お客様のメリットとして、①企業経営における IT の有効活用、②必要最小限の要員での IT の
安定運用、③ IT の専門家による組織的かつ継続的な質の高いサービスの享受、④最新の IT をタイムリーかつ妥当なコストで導入
を可能にする。

ＮＥＣネクサソリューションズが中堅企業向け「ＩＴ部門運営支援サービス」を提供開始

商工中金は、2015 年 1 月に調査した中小企業設備投資動向調査結果を発表した。全産業の設備投資の 2014 年度実績見込は、
2007 年度以来 7 年ぶりに 50％台を回復した。設備投資「有り」の企業割合は、51.2％と 5 年連続して前年を上回り、7 年ぶり
に 50％台を回復した。業種別に設備投資「有り」企業の割合をみると、情報通信業がリーマン・ショック前の 2008 年度の水
準を上回った。設備投資の目的は、「設備の代替」「維持・補修」「増産・販売力増強（国内向け）」と合理化・省力化投資の割
合が増加している。設備投資額は、2014 年見込は、2013 年実績比▲ 9.4％と 3 年ぶりのマイナスとなった。

商工中金が中小企業設備投資動向調査を発表
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KDDI ㈱は、2015 年夏より、自宅に居ながら健康チェックを行えるセルフ健康チェックサービス「スマホ de ドック」の提供
を開始する。「スマホ de ドック」は、専用の在宅検査キットと、スマートフォンやパソコンから検査結果を確認できる WEB サー
ビスを組み合わせることで、子育て中の専業主婦や自営業の方など健康診断を受診する時間がなかなか取れない方でも、気軽に
素早く健康チェックを行うことができるサービスである。第1弾として、㈱リージャーと事業提携し、「生化学14項目血液検査サー
ビス」を提供する。血液検査サービスでは、専用の検査キット「デメカル血液検査セット FF」を用いて 0.065ml という微量の血
液を採取し、専用検査センターに郵送すると、約一週間後に WEB 上のマイページから、糖尿病の指標などを含む 14 の検査項目
結果を確認することが可能である。本サービスは、KDDI の各種サービスを利用していないお客様にも利用できる。

ＫＤＤＩがセルフ健康チェックサービス「スマホ deドック」の提供開始

東日本電信電話㈱は、学習支援クラウドサービス「おまかせ教室」を 4 月 27 日より提供開始する。「おまかせ教室」は、タブレッ
トや電子黒板等を用いた授業等において活用できる学習支援アプリケーションをクラウドで提供するサービスである。クラウド
型で提供することで、校内サーバー等の設置が不要となり、システム導入における初期費用の低減が可能となる。小中学校のタ
ブレットの活用が効果的とされる「一斉学習」「協働学習」「個別学習」という 3 つの学習場面において利用できるアプリケーショ
ンを網羅しており、一元的に提供することで、学校の ICT 環境の利活用を促進する。

利用料金はお客様個別に見積もり、初期費用（契約料・工事費）は不要（お客様の工事内容によっては別途工事費発生する場
合あり）。

ＮＴＴ東日本が学習支援クラウドサービス「おまかせ教室」の提供開始

NTT アドバンステクノロジ㈱は、緊急時に手軽に持ち出し、臨時の構内通信手段を迅速に確保できる「ポータブル IP-PBX」を「地
域防災ソリューション」のラインナップとして販売開始した。避難所エリアでの内線通話だけでなく電話回線に接続することで
外線通話も可能になる。特徴は、①持ち運び可能なアタッシュケースに、通話環境構築に必要な機材をパッキングしているので
緊急時にすぐ持ち出せ、IP-PBX 本体の電源 ON ですぐに Wi-Fi を利用した内線通話の環境構築が可能、②手持ちのスマートフォ
ンで、携帯の電話番号や自宅の電話番号を内線番号として設定可能、③避難所の電話回線に接続することで、避難所エリア外へ
の外線も可能。

ＮＴＴアドバンステクノロジが災害時用可搬型ＩＰ通話システム「ポータブルＩＰ－ＰＢＸ」を販売開始

㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリは、自治体向け「議会運営支援ソリューション」を 3 月に販売開始した。近年、各
地の自治体において、コスト削減や業務効率化を目的に広まっているタブレット端末を用いたペーパーレスの議会運営において、
タイムリーにメッセージを送受信できるシステムである。議会中に突発する議長への指示などを該当者のタブレット端末にポッ
プアップ表示することで、円滑な議会進行を実現する。

特長は、①指定したタブレット端末に簡単にメッセージを送信可能、②アドレス帳やメッセージの定型文を事前に作成し登録
可能、③受信メッセージをポップアップ形式で画面に表示。

富士通ソーシアルサイエンスラボラトリが自治体の円滑な議会進行を支援する「議会運営支援ソリュー
ション」を販売開始

パナソニック㈱は 3 月、米国サンノゼで開催された Embedded Linux Conference で、IoT（モノのインターネット）領域の成長
を加速させるため、関連するソフトウェアや特許などを無償公開することを発表した。同時に業界横断的なIoTの推進団体「AllSeen 
Alliance」に対し知財面での支援を強化することも明らかにしている。同社では既に 3 月初めに OpenDOF プロジェクトを設立。
パナソニックと OpenDOF プロジェクトによって、デバイスとクラウドを結ぶソフトウェアのオープンソースコンテンツの運営
や管理を行っていく方針だという。今回公開されるのは、様々な製品をネットに接続するために必要なソフトウェアの設計図と
言われる「ソースコード」などで、コンポーネントやゲートウェイ、クラウドサービスなどを含む。無償公開の期間に制限はつ
けない。

パナソニックがＩｏＴ関連の特許を無償公開し市場拡大を支援

経済産業省・中小企業庁は、創業まもない中小・ベンチャー企業の受注拡大を促すため、政府調達の候補先となり得る企業を
集めたデータベース（DB）を構築する。各省庁や独立行政法人の調達担当者は同 DB を参考に製品やサービスなど必要な情報を
入手する。随意契約の際にこれら新規企業を参加させたり、入札参加資格の弾力的な運用を通じて実績づくりを後押しする。受
注機会が限られる中小・ベンチャーに官公庁での採用という信用力を生かして取引先を広げてもらうことが狙い。DB は中小企
業基盤整備機構に構築する。国や地方自治体への製品やサービスの売込みを希望する企業を募る登録制で、調達側はこれらの情
報の中から IT や防災、省エネルギー、印刷など分野別に提供企業を検索できるようにする。中小企業庁では今通常国会に提出
中の「中小企業需要創生法案」の成立後、運用を開始する予定。

経済産業省・中小企業庁が政府調達企業のデータベースを構築し、中小の受注拡大を後押し
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　安定した無線通信環境を作る
　11ac の特性を活かして高密度化に対応

　無線 LAN 製品の選定においては「最大通信速度」が重
視される傾向にあるが、それ以上に「端末収容数（同時
接続数）こそが重要」とメーカー、SIer/NIer は口を揃える。
　これから主流となる無線 LAN 規格 IEEE802.11ac の最
大通信速度は第 1 世代（Wave 1）で 1.3Gbps､ 15 年中に
は理論値で最大 6.9Gbps の超高速通信が可能な Wave 2
対応製品が市場に投入される予定だ｡ 無線 LAN でも大
容量データの送受信を不安なく行えるようになる。また、
11ac は複数の端末と同時に高速な通信を行える仕様が盛
り込まれている点も特徴だ。
　こうしたことから、1 台の無線 AP に多数の端末が同時
にアクセスしてもパフォーマンスが著しく低下せず、安
定した無線通信が行える能力が大切なのだ。
　通信速度の進化を凌ぐ勢いでデバイスの数と、そこで
消費されるトラフィック量は増加していく。数年先には、
1 人当たり 4 ～ 5 台の無線 LAN 端末を利用する時代が到
来するとも予測されている。アプリケーションも今後ま
すます数と種類を増していくだろう。そのような将来も
見越して無線 AP を選定し、キャパシティを設計しなけ
ればならない。

■端末収容数を増やす新技術
　無線 AP を提供するメーカー各社が現在フォーカスし
ているのが、この端末収容能力の向上だ。デバイスが密
集する「高密度」な環境におけるパフォーマンスを高め
るための技術開発が進んでいる。
　この分野で「他社の一歩も二歩も先を行っている」と
自信を見せるのが、シスコシステムズ・エンタープライ
ズネットワーキング事業ユニファイドアクセス コンサル
ティング システムズ エンジニアの古川裕康氏だ。同社は、
ハイエンド／ミッドレンジ向け無線 AP に、高密度化に

対応するための独自技術「Cisco High Density Experience
（HDX）」｣ を実装している。
　Cisco HDX は、複数の技術を合わせたテクノロジーセッ
トの総称だが、中でも重要な技術が「ターボパフォーマ
ンス」と「ClientLink」の 2 つだと古川氏は話す。
　ターボ パフォーマンスとは図表 1 のように無線 AP 本
体の CPU とメモリの他に、2.4GHz ／ 5GHz 帯それぞれ
の処理を行うための専用 CPU とメモリを積むもの。これ
により、無線の帯域を無駄にせず高効率にパケットを伝
送できるという。

　もう 1 つの ClientLink は、11ac 標準のビームフォー
ミング（電波を特定の方向に集中的に発射する技術）を
補完するシスコ独自の技術だ。11ac では、無線 AP とク
ライアント間のデータ伝送を最適化するため、クライア
ント側から無線 AP に対してフィードバックが行われる。
これをより効率的に行うのが ClientLink で、ダウンリン
クのパフォーマンスをさらに向上させることを狙ったも
のである。
　アルバネットワークスも独自技術の実装によっ
て、高密度化に対応している。同社の特許技術「Aruba 
ClientMatch」だ。
　11ac の能力を引き出すには、無線 LAN 端末と無線 AP
の距離が近いことが望ましいが、複数の無線 AP が設置
された中を端末が移動する際には、接続先の無線 AP を
うまく切り替えられずに状態の悪い接続を引きずってし
まう「スティッキー・クライアント」と呼ばれる問題が
生じる。Aruba ClientMatch は、これを解決する技術だ。
　無線 LAN 端末の状態を示すデータを継続的に収集し、
その情報に基いて最も近い無線 AP や最適なラジオにつ
なぎ変えるもので、これにより常に最も近くて空いてい
る無線 AP に接続先を切り替えて最高のパフォーマンス
を引き出すことができる。

■設計も「速度より安定」
　高密度化への対応は当然ながら、SIer/NIer が行う設計・
構築の仕方にも影響する。これまでは、1 台の無線 AP で

業界特集

無線 LANを主要な通信インフラとして利用するには、これまで以上に安定性と、導入 ･運用の容易性が求められ
る。また、利用シーンの拡大も重要だ。3つのテーマに分けて無線 LAN製品の最新動向をレポーﾄする。

企業ネットで進む無線ＬＡＮ革命
無線ＬＡＮ製品／ソリューション動向　〜導入規模・用途ともに急拡大〜

（図表 1）シスコ　ターボパフォーマンス

Cisco HDXを搭載する11ac対応無線 AP「Cisco Aironet 
2700/3700」
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なるべく広いエリアをカバーして無線 AP の台数を少な
くするような設計の仕方が好まれた。だが今後は、1 台
の AP が収容する端末台数を考慮して、適切な密度で AP
を設置することが重要になる。
　また、11ac のメリットを的確に活かすことも大切なポ
イントだ。ここで、11ac の特徴と効果を改めて整理して
おこう。
　11ac は、① 11n 技術の拡張と、新たに導入される②マ
ルチユーザー MIMO（MU-MIMO）によって高速化を実
現している。なお、②は Wave 2 から実装される技術だ。
　①の最大のポイントは、チャネルボンディング（複数
チャネルを束ねて周波数幅を広げる）の拡張だ｡  11n では、
1 つのチャネルで 2 チャネル分の 40MHz 幅（20MHz × 2）
が使用できたが、11ac では最大 8 チャネル分 160MHz を
束ねて使用できる。「6.9Gbps」という速度は、これを最
大限利用した際の理論値である。
　ただし、現実的には、これほど大きな帯域を 1 チャネ
ルで使用するようなケースは考えにくい。また、160MHz
や 80MHz 幅を 1 チャネルで使うと、干渉せずに利用でき
るチャネル数が減るというデメリットも生じる。「多数の
無線 AP を使う大規模環境では、20MHz あるいは 40MHz
幅で安定した無線 LAN 環境を構築し、速度と安定性のバ
ランスを維待するほうが向いている」と話すのは、ネッ
トワンシステムズ・経営企画本部第 1 応用技術部スイッ
チワイヤレスチームの山下聖太郎氏だ。
　チャネルボンディングを使わなくとも、11ac には変調
方式の効率化（11n の 64QAM から 256QAM へ）やフレー
ムサイズの拡張といった特徴もある。伝送帯域幅も 11n
の 80MHz から 160MHz へと拡大され、多くのチャネル
を確保できるようになった。こうしたメリットを適切に
活かして、多数の端末を安定的に収容できる環境をいか
に設計・構築できるかが、SIer ／ NIer の腕の見せ所となる。

■「真の 11ac」の効果とは
　②の MU-MIMO は、高密度環境におけるパフォーマン
ス向上に大きく貢献するものと期待されている技術だ。
　ネットワンシステムズ・経営企画本部第 1 応用技術部
スイッチワイヤレスチーム・エキスパートの中野清隆氏
は「最大通信速度の向上よりも、Wave 2 で実装される
MU-MIMO こそが 11ac の肝になる。これだけでも 11ac
を推す価値がある重要な機能だと考えている」と話す。
ユニアデックス・システムマネジメントサービス事業本
部ネットワークソリューション統括部ソリューション技
術推進部第 2 課長の片澤友浩氏も「Wave 2 に期待する
のは、どの程度の端末を収容できるようになるのかとい
う点だ。速度については現状、それほどメリットがない｣
という。
　MIMO は、送信機と受信機の双方で複数のアンテナを
使い、並列にデータを伝送する技術だ。従来の 11n でも
実装されていたが、ただし、無線 AP と端末は 1 台ずつ
しか通信ができなかった（シングルユーザー MIMO）。
　一方、11ac の MU-MIMO 技術は「1 対多」、つまり 1
台の無線 AP と最大 4 台の端末が同時に通信できる。複
数端末に同時に並列伝送し、また、アンテナ数が少ない
小型端末でも通信容量を向上させることができるのだ。
なお、11ac で実装される MU-MIMO は下り方向の通信の
みであり、上り方向の通信には効果はない。
　メーカー各社は、この MU-MIMO 技術を実装した

Wave 2 対応無線 AP を 15 年中にリリースする計画だが、
デバイスが密集するイベント会場やスタジアム、学校等
でまず導入が進むと考えられる。

■有線 LAN も低コストに帯域拡張
　ここまでは無線通信技術の進化について述べてきたが、
考慮すべき点は他にもある。無線通信区間だけを高速化
し安定性を高めても、有線区間がボトルネックとなって
は意昧がない。有線 LAN の環境も含めた見直しが必要だ。
　当然、無線 LAN の広帯域化に合わせて有線 LAN の拡
張も必要になる。また、無線 AP と有線 LAN との接続も
冗長化しなければならない。11ac 対応に合わせて各社と
も、無線 AP に GbE ポートを 2 つ搭載するようになって
きている。
　日本ヒューレット・パッカード（日本 HP）HP ネットワー
ク事業統括本部 HPN 製品・オペレーション部の伊佐治俊
介氏は、「冗長化が重要になってきている。1 本が落ちて
も運用を継続できる」と話す。14 年 12 月 25 日に発売し
た無線 AP「HP 525」は価格を抑えたミッドレンジ以下
向けの製品ながら、GbE ポートを 2 つ搭載している。冗
長構成が組めるだけでなく「将来的には 2 本ともアクティ
ブにして、2 倍の帯域を使えるようになる」という。
　また、有線 LAN 側の帯域拡張については、注目す
べき動きも出てきた。現在主流のカテゴリ 5e ケーブ
ルで、2.5Gbps ／ 5Gbps のデータ伝送を実現する新技
術「NBASE-T」である。これは、シスコやアルバ、イ
ンテルやクアルコム等のチップベンダー等が参加する

「NBASE-T Alliance」で検討が進められているものだ。
　無線 LAN 通信が 1Gbps を超えると、当然、有線 LAN
側が 1Gbps のままではそのパフォーマンスが活かせない。
しかし、有線 LAN を 10Gbps に増設するには現状、高い
費用がかかる。スイッチの更改が必要なことに加え、10G
対応ケーブルもまだ高価だ。
　そこで、「1 ギガで使われているケーブルをそのまま利
用して、コストを抑えながら有線部分を高速化する」（シ
スコ・古川氏）ための技術として NBASE-T が登場した
わけだ。同氏によれば、15 年中にはこの新技術に対応し
た無線 AP とスイッチ製品がリリースされる見込みとい
う。

 

　導入・運用管理を効率化する
　システム形態が多様化、クラウド型も選択肢に

　無線 LAN の導入・運用形態は多様化している。基本的
な形態は、①無線 AP を単体で稼働させる自律型、②複
数の無線 AP を無線 LAN コントローラで集中管理するコ

日本 HPの11ac対応無線 AP「HP525」（左）と、4個の GbE
ポートを備え、ホテルの客室や会議室への設置に適した「HP717 
802.11ac Unified Wall Jack」
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ントローラ型の 2 つだが、現在は、③無線 AP にコント
ローラ機能を搭載し、「親 AP」が他の「子 AP」を管理
する形態も増えてきている。③は、無線 LAN コントロー
ラ装置を導入せずに複数の無線 AP で共通の設定を適用
したりできるため（②に比べると管理可能な AP は少な
く、管理機能も制限される）、中堅中小企業に適した形態
と言えるだろう。
　また、②についても形態が変化している。従来は拠点
ごとにコントローラを設置していたが、拠点数の多い企
業では、「最近はデータセンターに大容量のコントローラ
を設置して、WAN 越しに複数拠点の無線 AP を集中管
理する形態が増えてきた。当社の案件でも 3 割程度はあ
る」とネットワンの中野氏は話す。「機器費用とライセン
スコストが下がり、管理ポイントも少なくなる」のが利
点だ。

■注目集める「クラウド型 Wi-Fi」
　もう 1 つ、新たな形態として注目されるのが「クラウ
ド型 Wi-Fi」だ。無線 LAN コントローラ機能をクラウド
で提供するサービスで、ユーザー企業は無線 AP のみを
拠点に導入する。図表 2 のように大手通信事業者がサー
ビスを行っているほか、NEC ネッツエスアイや日立シス
テムズ等の SIer も同様のサービスを手がけている。
　クラウド型 Wi-Fi の利点は、導入時に無線 LAN コント
ローラの導入・設置が不要なこと、運用管理をサービス
事業者に任せられることだ。また、利用料は無線 AP 数
に応じて課金されるため（無線AP自体は、サービスによっ
て購入する場合とレンタルで利用する場合がある）、複数
拠点への展開や無線 AP の増設が容易になる。
　反面、複数企業で無線 LAN コントローラ機能を共用す
るため、オンプレミス型と比べて機能が制限され、カス
タマイズもできない。また、初期投資は抑えることがで
きるが、長期間利用する場合は月額料金の累計額が、オ
ンプレミス型で導入した場合のコストを上回ることもあ
る。運用管理コストも含めた総コストで適切に比較する
ことが肝要だ。
　したがって、高度な機能を必要としない中堅中小企業
や、多数の拠点を持ち各拠点に IT 管理者を置けない企業、
拠点や無線 AP の数を柔軟に変更したい場合などに適し
ていると言える。多店舗展開の流通小売業などは、まさ
に典型例と言えるだろう。

　NEC ネッツエスアイ・キャリアソリューション事業本
部サービスプラットフォーム事業部モバイルワイヤレス
基盤技術部・担当の越後智明氏は、「お客様のシステム管
理部門には、無線 LAN の仕組みやセキュリティ対策等を
よく理解されている方が少ない。そのため、『クラウド型
で全部管理してもらえるのが良い』と、そのメリットを
評価していただいている」と話す。無線 LAN の運用管理
には、電波障害の対応をはじめ、有線 LAN とはかなり異
なるノウハウが要求されるため、運用管理をアウトソー
スできるメリットが受けているようだ。
　同社はオンプレミス型の提案ももちろん行っているが、

「最初からクラウド型で提案してほしいとリクエストされ
る案件もある」という。今後、無線 LAN 導入の有力な選
択肢となりそうだ。

■認証機能の導入は必須に
　無線LANのセキュリティ対策についても整理しておこう。
　実施すべき対策は大きく 2 つ、通信内容の盗聴を防ぐ
暗号化と、不正アクセスを防ぐ認証（アクセス制御）だ。
暗号化については、WPA ／ WPA2（AES）等の強固な
暗号化技術が無線 AP に搭載されており、ユーザー側で
特別な対策を行う必要はない。
　セキュリティレベルを高めるうえで重要なのが、適切
な認証機能を導入することだ。SSID を認証機能とみな
して使っているケースもあるが、SSID は本来、無線 AP
を識別するためのもので、セキュリティを目的としたも
のではない。接続を許可／禁止する認証を行わずに無線
LAN を使っている企業は。意外に多いのが現状だ。
　手軽に利用できるMACアドレスフィルタリング（MAC
アドレス認証）を用いている企業も多い。ただし、これ
も MAC アドレス詐称のリスクが高く、最近ではより強
固な IEEE802.1x 認証を導入する企業も増えてきている。
無線 LAN の導入規模が大きくなれば当然、しっかりとし
た認証基盤を構築する必要性がある。
　基本的には RADIUS サーバー（認証サーバー）と、証
明書を使った認証を行う場合には認証局（CA）も必要
でコストがかかるが、最近は簡易的な認証サーバー機能
を搭載した無線 AP も出てきている。例えば、ヤマハの

「WLX302」は機能を限定した簡易 RADIUS サーバーを内
蔵しており、中堅中小企業でも WLX302 の設置とともに
認証機能を利用できる。

（図表２）APをレンタルで導入できる主なクラウド型Wi-Fiサービス

（価格は税別）※ 1 ： 平日日中帯に工事を行う場合 　　※ 2 ： 24 時間 365 日対応のフルタイムサポートは別途費用
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　また、シスコの「Cisco Identity Services Engine（ISE）」
や、アルバの「Aruba ClearPass」といった、有線／無線
／リモートアクセスを統合してポリシー管理・制御を行
う認証基盤製品もある。シスコの田村氏は、｢海外と比べ
ると、これまで日本での ISE の売上は非常に低かったが、
最近になって導入が増えてきている。認証基盤の重要性
を認識するお客様が増えた｣ と話す。その他、RADIUS
や CA、DHCP 機能等をアプライアンス化したソリトン
の「NetAttest」といった製品も人気のようだ。
　なお、クラウド型 Wi-Fi も、その多くが認証機能を合
わせて提供している。サービスによって利用できる認証
方式は異なるが、認証システムの運用も合わせてアウト
ソースできるのはユーザーにとって嬉しい点だ。
　このように求めるセキュリティレベルとコストに応じ
て導入できる選択肢が増えたことも、無線 LAN 導入を後
押しする要因の 1 つになっていると言えるだろう。

　無線 LAN の用途を広げる
　位置情報との連動で業務効率化アプリも

　これまで見てきたように無線 LAN を効率的に導入・
運用するための環境は整ってきた。そこで、メーカーや
SIer ／ NIer は次の戦略として、無線 LAN の利用シーン
を広げ、より付加価値の高いソリューション提案に力を
入れようとしている。
　｢単に『つながる』だけでなく、業務を改善し、ビジ
ネスに役立てるためのアプリケーションを絡めた提案が
重要｣（日本 HP の伊左治氏）、｢15 年度は、無線 LAN イ
ンフラにアプリを載せて企業内の業務を効率化するソ
リューションを作る活動に力を入れたい（ユニアデック
スの片澤氏）といったように無線 LAN を活用したアプリ
ケーション／サービスの開発が活発化しそうだ。

■ Wi-Hi でも高精度な測位
　そこでキーになるのが、位置情報の活用である。
　商業施設や店舗、イベント会場、レジャー施設、病院
などさまざまな業種で、その施設を訪れた人向けに位置
情報と連動した情報を配信したり、道案内を行うサービ
スがすでに登場してきているが、そうした「外向け」のサー
ビスだけでなく、メーカー、SIer ／ NIer 各社は、業務効
率化を目的としたソリューションも開発しようとしてい
る。
　例えば、来客の動線を分析したり、顧客管理システム
と組み合わせてマーケティングに活用する、従業員に対
してフロアやエリアごとの情報をプッシュ配信すると
いったものだ。また、医療機器のように高価な設備を複
数人が共用する場合に、その現在位置や使用状況を特定
して、運用効率を高めるといった例も実際に出てきている。
　こうしたソリューションを有用なものにするための課

題が、位置情報の精度だ。無線 LAN の電波を使って端末
の位置を特定する方法としては、三点測位があるが、精
度が低い（5 ～ 10m 程度）点が問題だった。
　無線 LAN メーカーは今、この精度向上に力を入れてい
る。
　アルバは、無線 LAN よりも高い精度で端末の位置を特
定できるビーコンを活用する。無線 LAN の管理システ
ムでビーコン端末も一元的に管理できる「Aruba Mobile 
Engagement」を 14 年末にリリースした（図表 3）。ビー
コンで測位を行い、それと連動して無線 LAN で情報を配
信するソリューションが構築できる。

 

 

　シスコも、ビーコンの活用に注力しており、他社製の
ビーコン端末をシスコの無線 AP 等から制御・管理する
ソリューションを開発中だ。
　さらに無線 LAN による測位精度を向上させる取り組み
も進んでいる。
　日本 HP は、三点測位の精度を高める新ソリューショ
ンを準備中だ。同社の伊左治氏によれば、「三点測位の計
算精度を格段に高めるロケーションサーバーを 15 年の早
い段階で発売する」という。シスコも「1 台の無線 AP で、
三点測位よりも精度の高い位置情報が取れる画期的な新
技術を開発中」（古川氏）であり、15 年上期には発表さ
れる見込みだ。いずれも、測位精度は数 m 程度に向上す
るという。位置連動アプリ／サービスの開発に一層拍車
が掛かりそうだ。
　こうした取り組みによって無線 LAN の用途が拡大し、
付随するアプリの利用が広がれば、ユーザー企業にとっ
ては投資対効果が高まり、提案・販売するベンダーのビ
ジネスも広がる。課題は、アプリ開発等の能力とノウハ
ウをいかに高めるかだ。
　シスコとアルバは、モバイルアプリ技術を待つ企業
を買収、日本 HP も位置連動アプリの開発を進めている。
無線 LAN 製品そのものの性能・機能強化と合わせて、今
後はソリューション開発・提案力が競争の軸になりそうだ。

（出展：テレコミュニケーション February 2015）

ヤマハの無線 AP「WLX302」

（図表３）アルバ無線 AP によるビーコンの管理

左は、アルバネットワーク
ス の11ac対 応 無 線 AP

「Aruba215」。 同 社 は
ビーコン端末（右）も開発。
USBドングルタイプの端
末を無線 APに挿入すると、
箱型のビーコン端末と連携
して一元管理できる
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�サーバ・クライアント構築
Windows・Linuxサーバー

設計・構築から、クライアント
展開(Windows7・8等)も含
めてご提供いたします。

����スクー�
大手キャリアの研修センター
で定例コースを担当する他、
お客様のニーズにあわせた
研修を行っております。

�ネットワーク構築
ネットワーク機器の設置・設定
から、LAN工事に至るまで、

物理層全般に渡る設計・施工
をご提供いたします。

�����・��サポート
システム導入後のメンテナ
ンスサポート・障害対応・改
善提案をご提供いたします。
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　テスターからネットワーク管理まで幅広いネットワー
ク関連製品を提供する、米フルーク ･ネットワークスの
日本法人である株式会社 TFFフルーク社（東京都港区、
代表取締役：ホワン ･イー ･ジェイ、以下フルーク ･ネッ
トワークス）は、業界最小クラスの軽量ポケットサイズ※1

のネットワーク ･テスター｢LinkSprinter（リンク ･スプリ
ンター）｣シリーズを3月23日に提供開始しました。

　｢LinkSprinter（リンク ･スプリンター）｣シリーズは、サ
イズ：11.07 cm × 4.06 cm× 3.25 cm、重さ（バッテリー
含む）：113g ～ 116gという、業界に先駆けた小さな筐体
と、1台2万円台～（税別）という低価格を実現し､ PoE※2、
スイッチヘのリンク、DHCP接続※3、ゲートウェイ接続
およびインターネット接続を診断するネットワーク ･テ
スターです。簡便な操作性とともに、スマートフォンと
の連携機能、テスト ･データの自動クラウド保存機能に
よって、イーサネット問題の特定、文書化、保存及び是正
作業をすばやく、簡単にサポートします。

　使い方も簡単で、測定時に何も操作する必要のないゼ
ロタッチ機能を搭載し、専門のネットワーク技術者のト
ラブルシューティング・テクニックを活かした、LEDの
色分け表示によるシンプルな結果確認ができるものと
なっており、専門の技術者だけでなく、サポーﾄ現場で診
断試験が必要とされる企業ユーザにおいても簡単に、10
秒以内にネットワークの接続性を検証できます。
　また､ Wi-Fiアクセスポイントを搭載しているため､ ス
マートフォン等でテスト結果を確認することができ､ 付
属サービスとなる Link-Liveクラウド ･サービスを使用す
れば、より詳細なテスト結果を確認できます。
　さらに2万円台～（税別）という価格の実現により、

「ユーザ一人1台｣のパーソナル ･ポケットテスターとし
て普及することが期待されています。

　このように、本製品は、ネットワーク構築業者、LAN
保守管理業者、ネットワーク ･サービス ･プロバイダーや
データセンター、ケーブル配線敷設業者等の現場技術者
はもちろんのこと、無線やクラウド環境の普及によって
複雑化するネットワークの障害原因の切り分けや診断が
必要な、情報システム室やネットワーク関係のユーザに
とっても、一人1台の所有が可能なポケットタイプのネッ
トワーク ･テスターとして、ユーザの時間や手間に対す
る大幅な軽減、自動クラウド保存機能によるセキュリティ
の強化等をもたらし、総じて､ 作業の効率化やコスト削減
を促進するものとして、大きな期待が寄せられています。

※1） サイズ：（縦×横×幅）11.07cm×4.06cm×3.25cm､ 重さ
（バッテリー含む）：113g ～116g

※2） PoE（Power over Ethemet）：Ethemetの通信ケーブルを
利用して電力を供給する技術。

※3） DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）：インター
ネット等のネットワークに一時的に接続するコンピュータ
に､ IPアドレスなど必要な情報を自動的に割り当てるプロ
トコル。

■ポケットサイズの筐体と Wi-Fiおよびクラウド ･
サービス対応機能搭載で､ いつでも、どこでも簡
単に使える、｢一人1台｣を実現するネットワーク
･テスター

　｢LinkSprinter（リンク ･スプリンター）｣シリーズは、従
来になかったポケットサイズ（11.07cm×4.06cm×3.25 
cm）で軽い筐体（重さ（バッテリー含む）：113g ～116g）
を持ち、測定時に何も操作する必要のないゼロタッチ機
能を実現した、専門知識のない企業ユーザでも簡単に使
えるネットワーク ･テスターです。Wi-Fiアクセスポイン
トを搭載し（LinkSprinter 200 および300）、スマホとの
連携稼動や､ フルーク ･ネットワークスが提供する Link-
Liveクラウド ･サービスを利用したテスト ･データの自
動クラウド保存機能により、イーサネット問題の特定や
文書化、保存及び是正作業を容易にする、次のような測定
ができます。

１．｢LinkSprinter｣シリーズの主な機能について
（１）業界に先駆けたポケットサイズを実現
　ポケットサイズ（11.07 cm× 4.06 cm× 3.25 cm）で、軽
い筐体（重さ（バッテリー含む）：113g ～116g）

（２）簡単に10秒以下でネットワークの接続性を検証で
きるゼロタッチ ･テスト設計

　専門知識のない企業ユーザでも簡単に使える、測定時
に何も操作する必要のないゼロタッチ機能設計で、専門
技術者のトラブルシューティング・テクニックを活かし
た、LEDの色分け表示により、10秒以内でネットワーク
の接続性を検証できます。

（３）Wi-Fiア ク セ ス ポ イ ン ト を 搭 載（LinkSprinter 
200 および300）

　搭載された Wi-Fiアクセスポイントにより、スマホや
タブレットでの確認等、連携作業ができます。

（４）付属の Link-Liveクラウド ･サービスによるテスト
･データの自動クラウド保存機能

　自動クラウド保存機能が搭載され、すべての試験結果

新製品・新サービス

フルーク ･ネットワークスのネットワーク ･テスター
「LinkSprinter｣シリーズ

〜 Wi-Fi搭載でスマホでテスト結果を確認できるポケットテスター〜
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がリアルタイムに Link-Liveクラウド ･サービスにアップ
ロードされます。試験データの保全やセキュリティ向上
に役立ちます。

２．｢LinkSprinter｣シリーズの測定対象について
（１）PoE（Power over Ethemet）:パワー ･オーバー

･イーサネット
　当該接続先ポートが電話機､ 監視カメラ、あるいは
AP（アクセスポイント）に電力を確実に供給できるかを
チェックします。

（２）スイッチヘのリンク
　スイッチの試験を行い、CDP※4/ LLDP※5 / EDP※6を
使って、接続スイッチの名前、モデル、スロット、ポー
ト及び VLAN※7を表示します。

（３）DHCP接続
　DHCPサーバーが稼動状態にあり、応答するかどうか
を確認します。IPアドレスをリクエストしてサブネット
情報を取得し、デフォルト・ゲートウェイと DNSサーバー
を特定します。

（４）ゲートウェイ接続
　Ping試験※8によって、ゲートウェイ／ルーター・アド
レス、及び到達性を検証します。

（５）インターネット接続
　クラウドヘの接続性や内部ネットワーク・サービス
ヘの到達性を確認して、DNSルックアップ※9及びアプリ
ケーション ･ポートの接続性を検証します。

※4） CDP（Cisco Discovery Protocol）：シスコシステムズ合同
会社の通信機器が利用する通信プロトコルのーつ。

※5） LLDP（Link Layer Discovery Protocol）：LAN上の隣接
機器との間で管理情報（機器・ポートの識別子、管理アドレ
ス、所属 VLANなど）を通知しあうプロトコル。

※6） EDP（Extreme Discovery Protocol）：周囲のエクストリー
ム社製スイッチの状態を互いに知らせるためのプロトコ
ル。シスコシステムズ合同会社の CDPのエクストリーム版。
Extreme Wareと Extreme XOSでサポート。

※7） VLAN（Virtual LAN）：仮想的な LANセグメント。
※8） Ping（Packet Intermet Groper）試験：IPネットワークで、

ネットワーク上のコンピュータが通信可能かを調べる試験。
※9） DNSル ッ ク ア ッ プ（Domain Name Systems look-up）：

DNS等を使って、ドメイン名（ホスト名）から対応する IP
アドレス（正引き）を調べたり、その逆（逆引き）を調べたり
すること。

■ ポ ケ ッ ト タ イ プ の ネ ッ ト ワ ー ク ･テ ス タ ー
｢LinkSprinter｣シリーズの活用範囲

　従来にないポケットタイプのネットワーク ･テスター
が活用されると期待されている分野は以下のとおりです。
①ネットワーク専門技術のない、企業の情報システム室

の担当者、技術者
②教育・ 医療分野におけるネットワーク保守現場の PC

／ヘルプデスク技術者
③ IT管理サービス・プロバイダー
④ VoIP、IP Security &Wi-Fiにおける、Slerや VARs（付

加価値再販業者）
⑤展示会やイベント等､ 臨時のネットワーク構築が必要

な現場の担当者
⑥フィールド・サービス担当者に｢一人1台｣の割合での

大量導入（作業効率を上げるため）
⑦ケーブル敷設業者／電気技術者
⑧自動車ディーラー、客船会社、スポーツ施設、天文台等、

多岐に渡る業種でのネットワーク・チェック等

■｢LinkSprinter｣シリーズの主な仕様

①寸法：11.07cm×4.06 cm × 3.25 cm
②重さ：113g （｢LinkSprinter100｣）～116g （｢LinkSprinter 

200｣） ※バッテリーを含む。
③バッテリー：単3電池× 2個
④環境条件
　･移動温度及び相対湿度：0℃ ～ 50℃
　･相対湿度：5%～90% ※結露なし。
　･保管温度：－20℃ ～ 60℃
　･衝撃及び振動：ランダム2g5Hz ～500 Hz（class 2）、落

下高さ1 m。

■｢LinkSprinter｣シリーズの価格

①｢LinkSprinter 100｣　24,500円（税別）
②｢LinkSprinter 200｣　36,600円（税別）
③｢LinkSprinter 300｣　48,800円（税別）

※ LinkSprinter、Link-Liveクラウド ･サービス等の製品 ･
サービスは､ 米フルーク ･ネットワークス社の登録商
標または商標です。

※その他記載されている会社名､ 製品名等は､ 各社の登録
商標または商標です。

 

■お問い合わせ先

株式会社 TFFフルーク社　フルーク ･ネットワークス
TEL：03-6714-3117　FAX：03-6714-3118
e-mail：infoj＠ fluke.com
http:/jp.flukenetworks.com/

手のひら上で実行できるネットワーク・テスト
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■背景
昨今、店舗やオフィスにおいては、ノートパソコンや

スマートデバイスに加え、POS レジなどの業務用端末の
無線 LAN の活用が進んでいます。一方、従来のネット
ワークインフラ構築では、WAN 回線工事や、有線 LAN
の敷設工事に多くの時間がかかることに加え、無線 LAN
機器の導入や管理に複数の専用機器の調達が必要となり、
利用者が求める場所とタイミングでネットワークを構築
できないという課題がありました。

新製品の ｢UNIVERGE WA2611-AP｣ は、モバイル回
線の利用を可能にする LTE 通信機能と、無線 LAN アク
セスポイント機能を一台で実現することでこれらの課題
を解決し、回線工事が不要な「すぐに使える」ネットワー
クインフラの構築を実現するものです。

■販売価格

■特長
1．高速無線 LAN規格や各種認証に対応したアクセスポ

イント機能を内蔵

　（1）無線 LAN の最新規格 IEEE802.11ac に対応
無線 LAN の最新規格で高速通信を実現する

IEEE802.11ac に対応しました。また、2.4GHz 帯と
5GHz 帯の同時通信が可能で、電波干渉を受けにく
い 5GHz 帯には重要な業務システム用の通信を優先
的に割り当てるといった、周波数帯の使い分けが可
能となり、効率的な通信環境を構築できます。

（2）許可された端末のみを接続する端末認証機能を搭載
スマートデバイスから内蔵の無線 LAN アクセス

ポイントヘの接続時、あらかじめ許可された端末の
みを接続する端末認証機能（EAP､ IEEE802.1X）に
対応しました。不正な端末の接続を排除することに
より、無線 LAN エリアのセキュリティを確保します。

２．高速 VPN機能によりセキュアな拠点間通信を実現
店舗とセンタ間、拠点と本社間など、物理的に離れた

場所にある拠点間の通信を暗号化する IPsec 機能に対応
しています。また、IPsec 機能利用時でも最大 500Mbps
の転送性能を実現しており、第三者の不正閲覧等を防止
した安心な高速拠点間通信を行うことが可能です。

３．回線工事が不要で様々な場所に設置が可能
無線 LAN アクセスポイント機能と LTE 通信機能で

利用するアンテナを内蔵しているため、省スペースの
設置が可能です。また、屋外用の防水対応延長アンテ
ナも利用可能で、店舗やオフィス等の屋内利用に加え、
建設現場やイベント会場、監視カメラ用など、様々な
場所への設置が可能です。

■お問い合わせ先
NEC UNIVERGE インフオメーションセンター
E-Mail : univergeinfo ＠ usc.jp.nec.com

ＮＥＣが店舗やオフィスでのスマートデバイス活用に最適な
無線ＬＡＮ／ＬＴＥ通信機能内蔵のＶＰＮルータを発売

日本電気株式会社（NEC）は、スマートデバイスを活用する店舗やオフィスのネットワークインフラ構築に最適で、無線
LANアクセスポイント機能と LTE通信機能を内蔵した VPNルータ｢UNIVERGE WA2611-AP｣と、多彩な外付け USB
型データ通信端末の利用が可能な｢UNIVERGE WA2610-AP｣を販売開始しました。
｢UNIVERGE WA2611-AP｣は、企業内ネットワークヘの接続をワイヤレスで実現する LTE通信機能の内蔵に加え、ス
マートデバイスで高速通信を実現する最新規格 IEEE802.11acや、各種端末認証に対応した無線 LANアクセスポイント
機能を搭載しました。これにより、店舗やオフィスなど、様々な場所へ回線工事を行うことなく設置し、高速でセキュリ
ティレベルの高い企業内ネットワークを構築することが可能です。

UNIVERGE WA2611-AP

店舗やオフィスでの利用イメージ

製品名 価格（税別） 備考

UNIVERGE 
WA2611-AP 120,000 円

無 線 LAN（IEEE802.1 1 a/
♭ /g/n/ac）、
LTE 通信機能（NTT ドコモ）
内蔵

UNIVERGE 
WA2610-AP 85,000 円

無 線 LAN（IEEE802.1 1 a/
b/g/n/ac）、
USB データ通信端末対応

延長アンテナ
2.5m 18,000 円 3G/LTE回線用、屋外防水対応

延長アンテナ
5m 20,000 円 3G/LTE回線用、屋外防水対応
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平成27年度定時総会（第61回）のご案内

1．日　時
　平成 27 年 6 月 10 日（水）　午後 3 時 00 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 61 回定時総会
議案　（1）平成 26 年度事業報告

（2）平成 26 年度決算報告
平成 26 年度監査報告

（3）平成 27 年度事業計画
（4）平成 27 年度収支予算計画
（5）定款の一部変更
（6）役員の選任
（7）その他

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

5．お願い
総会の成立には、定款第 17 条により正会員の過半数
の出席（または委任状）が必要です。
総会にご出席いただけない場合は、4 月下旬にお送
りしました「第 61 回定時総会のご案内」に同封の「委
任状」にご署名、ご押印の上、5 月 20 日（水）迄に
ご返送くださいますようお願いいたします。

6．問合せ先
一般社団法人情報通信設備協会　事務局
電話 03-5640-6508　　　http://www.itca.or.jp

7．会場案内図

　一般社団法人情報通信設備協会の第61回定時総会を下記のとおり開催いたしますので、会員の皆様の多数のご出席を
お願いいたします。

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

地方本部 月日 開会時間 会場 住所
関　東 5/20（水） 14:30 メルパルク東京 港区芝公園 2-5-20
信　越 4/28（火） 115:000 ホテルラングウッド新潟 新潟市中央区笹口 1-1
東　海 5/21（木） 15:00 ホテル ･ド･ マロニエ 湯の山温泉 三重郡菰野町菰野湯の山 8563
北　陸 5/21（木） 17:00 ホテル日航金沢 金沢市本町 2-15-11
関　西 5/20（水） 15:00 中央電気倶楽部 大阪市北区堂島浜 2-1-25
中　国 5/22（金） 115:000 メルパルク広島 広島市中区基町 6-36
四　国 5/22（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（金） 17:00 タカクラホテル福岡 福岡市中央区渡辺通 2-7-21
東　北 5/21（木） 115:000 ハーネル仙台 仙台市青葉区本町 2-12-7
北海道 5/27（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27年 地方本部総会開催日程
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平成27年度本部研修のご案内

１．研修・セミナー・講演会等開催一覧

　平成 27 年度の本部研修を次のとおり開催いたします。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、26 年度の受講者や会員企業様のご意見ご要望を反映させて内容の充実を図りコース
を設定いたしましたので、多数の皆様の受講をお願いいたします。

■ 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認定試験）
開　催　日　程 募集人員 開催地 会　場

平成 27 年 4 月  9 日（木）～ 10 日（金） 20 名 大　阪 中央電気倶楽部
平成 27 年 6 月 4 日（木）～  5 日（金） 10 名 広　島 中特会館
平成 27 年 6 月 11 日（木）～ 12 日（金） 10 名 福　岡 九州沖通信機株式会社
平成 27 年 6 月 25 日（木）～ 26 日（金） 10 名 札　幌 NTT 北海道セミナーセンタ
平成 27 年 7 月 8 日（水）～ 9 日（木） 10 名 新　潟 新潟市東区所内　東区プラザ
平成 27 年 7 月 23 日（火）～ 24 日（水） 10 名 松　山 NTT 西日本－四国愛媛支店　別棟
平成 27 年 8 月 27 日（木）～ 28 日（金） 10 名 仙　台 仙台青葉カルチャーセンター
平成 27 年 9 月 3 日（木）～ 4 日（金） 10 名 金　沢 金沢流通会館
平成 27 年 9 月 10 日（木）～ 11 日（金） 20 名 名古屋 愛知県産業労働センター〈ウインクあいち〉
平成 27 年 11 月 30 日（月）～ 1 日（火） 20 名 東　京 情報通信設備協会

■ 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 2015 資格認定試験）
開　催　日　程 募集人員 開催地 会　場

平成 27 年 5 月 27 日（水）～ 28 日（木） 20 名 大　阪 中央電気倶楽部
平成 27 年 6 月 17 日（水）～ 18 日（木） 20 名 東　京 情報通信設備協会
平成 27 年 7 月 1 日（水）～ 2 日（木） 10 名 広　島 中特会館
平成 27 年 7 月 15 日（水）～ 16 日（木） 10 名 福　岡 九州沖通信機株式会社
平成 27 年 8 月 19 日（水）～ 20 日（木） 10 名 松　山 NTT 西日本－四国愛媛支店　別棟
平成 27 年 9 月 16 日（水）～ 17 日（木） 10 名 札　幌 NTT 北海道セミナーセンタ
平成 27 年 10 月 7 日（水）～ 8 日（木） 10 名 仙　台 仙台青葉カルチャーセンター
平成 27 年 10 月 15 日（木）～ 16 日（金） 10 名 金　沢 金沢流通会館
平成 27 年 10 月 21 日（水）～ 22 日（木） 20 名 名古屋 愛知県産業労働センター＜ウインクあいち＞
平成 28 年 1 月 27 日（水）～ 28 日（木） 20 名 東　京 情報通信設備協会

■無線 LAN 研修
開　催　日　程 募集人員 開催地 会　場

平成 27 年 5 月 29 日（金） 10 名 大　阪 中央電気倶楽部
平成 27 年 6 月 19 日（金） 10 名 東　京 情報通信設備協会
平成 27 年 7 月 3 日（金） 10 名 広　島 中特会館
平成 27 年 7 月 17 日（金） 10 名 福　岡 九州沖通信機株式会社
平成 27 年 10 月 2 日（金） 10 名 静　岡 JR 静岡駅ビル＜パルシェ会議室＞
平成 27 年 10 月 9 日（金） 10 名 仙　台 仙台青葉カルチャーセンター
平成 27 年 10 月 23 日（金） 10 名 名古屋 愛知県産業労働センター＜ウインクあいち＞
平成 28 年 1 月 29 日（金） 10 名 東　京 情報通信設備協会

地方本部 開催地 会　　場 所　在　地
関　東 東　京 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
信　越 新　潟 新潟市東区所内　東区プラザ 新潟市東区下木戸 1-4-1

東　海 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 JR 静岡駅ビル＜パルシェ会議室＞ 静岡市葵区黒金町 49

北　陸 金　沢 金沢流通会館 金沢市問屋町 2-61
関　西 大　阪 中央電気倶楽部 大阪市北区堂島浜 2-1-25
中　国 広　島 中特会館 広島市中区幟町 3-57
四　国 松　山 NTT 西日本－四国愛媛支店　別棟 松山市一番町 4-3
九　州 福　岡 九州沖通信機株式会社 福岡市南区井尻 4-28-18
東　北 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
北海道 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

■会場所在地
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　平成 27 年度技術資格認定研修「LAN ネットワーク
技術者研修」並びに「情報ネットワークプランナー」
資格認定試験を下記のとおり実施します。

※「情情報ネットワークプランナー」資格取得者は、
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。

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を
習得し、ネットワークに従事する初級エンジニアの養
成を目指します。
２．対象者
　IP 系基礎技術の習得を目指す初級エンジニア（概ね
35 才未満の方）、及び技術スキルが必要な営業担当者に
適した研修です。

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．受講費用
受講費用（認定試験料・資格認定料を含む）（税込）

　　会　員　24,840 円
　非会員　35,640 円

７．申込受付期間
　各開催日の 2 週間前まで
　※受付期間を過ぎた場合は事務局にご相談ください。

※受講者が定員に満たない場合は研修を中止することが
あります。

８．申込方法
　協会ホームページ「研修・資格認定・講演会案内」
欄の研修案内から「申込書」を印刷し、必要事項をご
記入のうえ、下記あてに郵送又はFAXでお送りください。
　①協会 HP　http://www.itca.or.jp/
　②郵送先　
　　〒 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
　③ FAX 送信先　03-5640-6599
９．受講案内の送付
　申込受付後、受講案内書及び受講料振込用「払込取
扱票」を送付いたします。
10．受講費用の払込み
　「払込取扱票」を受け取り後、郵便局で振込んでくだ
さい。

※受講費用および認定料の払込み後の返還は出来ま
せん。

11．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、裏面に氏名を記入の上、受講時に提出して
ください。
12．試験結果の通知

試験結果は、全受験者に 1 ヶ月以内に郵便で通知し
ます。
13．認定証の発行

認定証は、約 1 ヶ月で合格者に郵送いたします。
14．問合せ先
　一般社団法人情報通信設備協会　事務局　
　〒 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
　E-mail 65honbu@itca.or.jp

区　別 9:30 ～ 17:00

第 1 日
・2、16進数　
・Eternet
・TCP/IPの概要　
・IPアドレッシング

・OSI参照モデル
・MACアドレス
・プロトコルの機能（IP、
　ARP、TCP、UDP等）

第 2 日
・ポート番号
・ネットワーク機器
・無線 LAN 規格
◎認定試験　16:00～

・TCP/IP ユーティリティ　   
 （ping、ipconfig、arp 等）
・L2スイッチの概要（簡易実習）

３．研修カリキュラム

４．開催地・開催日時・募集人員
開始時間：9:30 ～
開催地 開　催　日 試験日時 募集人員

東　京 平成 27 年
11 月 30 日（月）～  1 日（火）

  1 日（火）
16:00 20 名

新　潟 平成 27 年
 7 月  8 日（水）～  9 日（木）

  9 日（木）
16:00 10 名

名古屋 平成 27 年
 9 月 10 日（木）～ 11 日（金）

11 日（金）
16:00 20 名

金　沢 平成 27 年
 9 月  3 日（木）～  4 日（金）

  4 日（金）
16:00 10 名

大　阪 平成 27 年
 4 月  9 日（木）～ 10 日（金）

10 日（金）
16:00 20 名

広　島 平成 27 年
 6 月  4 日（木）～  5 日（金）

  5 日（金）
16:00 10 名

松　山 平成 27 年
 7 月 23 日（木）～ 24 日（金）

24 日（金）
16:00 10 名

福　岡 平成 27 年
 6 月 11 日（木）～ 12 日（金）

12 日（金）
16:00 10 名

仙　台 平成 27 年
 8 月 27 日（木）～ 28 日（金）

28 日（金）
16:00 10 名

札　幌 平成 27 年
 6 月 25 日（木）～ 26 日（金）

26 日（金）
16:00 10 名

２．平成 27 年度 LAN ネットワーク技術者研修のご案内（情報ネットワークプランナー資格取得）
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　平成 27 年度技術資格認定研修「LAN 実機トレーニン
グ研修」並びに「情報ネットワークプランナーマスター
2015」資格認定試験を下記のとおり実施します。

※「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。

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、インターネットマンショ
ンや企業ネットワーク等を想定した構築の基本を習得で
きます。
　今年度より YAMAHA ルータを利用したルーティング
の概念を取り入れています。
【使用機材】
※ L2/L3 スイッチ　アライドテレシス　CentreCOM9424
　　　　　　　　　 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、並びに同等の知識がある方（概ね 35 才未
満の初級エンジニア）に適した研修です。
　なお、実習では Ping、Teraterm などのツールの他 IP
アドレスなどネットワーク設定を行いますので、その知
識を有した方に適した研修です。

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

2015
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．受講費用

受講費用（認定試験料・資格認定料を含む）　（税込）
　会　員　35,640 円
　非会員　51,840 円

７．申込受付期間
　各開催日の 2 週間前まで
　※受付期間を過ぎた場合は事務局にご相談ください。

※受講者が定員に満たない場合は研修を中止することがあり
ます。

８．申込方法
　協会ホームページ「研修・資格認定・講演会案内」欄
の研修案内から「申込書」を印刷し、必要事項をご記入
のうえ、下記あてに郵送又は FAX でお送りください。
　①協会 HP　http://www.itca.or.jp/
　②郵送先　
　　〒 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
　③ FAX 送信先　03-5640-6599
９．受講案内の送付
　申込受付後、受講案内書及び受講料振込用「払込取扱票」
を送付いたします。
10．受講費用の払込み
 　「払込取扱票」を受け取り後、郵便局で振込んでください。
　※受講費用および認定料の払込み後の返還は出来ません。
11．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、
裏面に氏名を記入の上、受講時に提出してください。
12．試験結果の通知

試験結果は、全受験者に 1 ヶ月以内に郵便で通知します。
13．認定証の発行

認定証は、約 1 ヶ月で合格者に郵送いたします。
14．問合せ先
　一般社団法人情報通信設備協会　事務局　
　〒 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
　E-mail 65honbu@itca.or.jp

区　別 9:30 ～ 17:00

第 1 日

・スイッチの構造と機能　・Ｔａｇ ＶＬＡＮ（トランクリンク）
・Ｌ２スイッチの機能

Ｌ２スイッチでの構築概念　
　⇒　ポートベースＶＬＡＮ、マルチプルＶＬＡＮ

・ＹＡＭＡＨＡルータを使用したルーティング概念
ルーティングテーブル　
　⇒　スタティックルート、ダイナミックルート（ＲＩＰ）

第 2 日
・Ｌ３スイッチの機能　・ＤＨＣＰ機能 

Ｌ３スイッチでの構築概念　
⇒　ルーティング、フィルタリング、端末設定

◎認定試験　１６：００～

３．研修カリキュラム

福　岡 平成 27 年
  7 月 15 日（水）～ 16 日（木）

16 日（木）
16:00 10 名

仙　台 平成 27 年
10 月  7 日（水）～  8 日（木）

 8 日（木）
16:00 10 名

札　幌 平成 27 年
  9 月 16 日（水）～ 17 日（木）

17 日（木）
16:00 10 名

３．平成 27 年度 LAN 実機トレーニング研修のご案内（情報ネットワークプランナーマスター 2015 資格取得）

４．開催地・開催日時・募集人員
開始時間：9:30 ～
開催地 開　催　日 試験日時 募集人員

東　京
平成 27 年
  6 月 17 日（水）～ 18 日（木）

18日（木）
16:00 20 名

平成 28 年
  1 月 27 日（水）～ 28 日（木）

28 日（水）
16:00 20 名

名古屋 平成 27 年
10 月 21 日（水）～ 22 日（木）

22 日（木）
16:00 20 名

金　沢 平成 27 年
10 月 15 日（木）～ 16 日（金）

16 日（金）
16:00 10 名

大　阪 平成 27 年
  5 月 27 日（水）～ 28 日（木）

28 日（木）
16:00 20 名

広　島 平成 27 年
  7 月  1 日（水）～  2 日（木）

 2 日（木）
16:00 10 名

松　山 平成 27 年
  8 月 19 日（水）～ 20 日（木）

20 日（木）
16:00 10 名
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　平成 27 年度「無線 LAN 研修」を下記のとおり実
施します。本年度は参加要望が多かったため全国で
実施いたします。
１．目的及び内容
　近年、IEEE802.11n の実用化により高速化が実現さ
れたこと、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
要が高まってまいりました。
　そこで、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。
【使用機材】
※バッファロー　
　WAPS-APG600H（または同等機種）

　※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
同等の知識を有した方（概ね 35 才未満）に適した研
修です。（ネットワーク全般や TCP/IP に関する基礎
的な知識を有する方）

５．受講料
会員及び非会員　16,200 円（税込）

６．申込受付期間
　各開催日の 2 週間前まで

※受付期間を過ぎた場合は事務局にご相談くださ
い。

※受講者が定員に満たない場合は研修を中止する
ことがあります。

７．申込方法
　協会ホームページ「研修・資格認定・講演会案内」
欄の研修案内から「申込書」を印刷し、必要事項を
ご記入のうえ、下記あてに郵送又は FAX でお送りく
ださい。
　①協会 HP　http://www.itca.or.jp/
　②郵送先　
　　〒 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
　③ FAX 送信先　03-5640-6599
８．受講案内の送付
　申込受付後、受講案内書及び受講料振込用「払込
取扱票」を送付いたします。
９．受講費用の払込
　「払込依頼票」を受け取り後、郵便局に振込んでく
ださい。
　※受講費用の払込み後の返還は出来ません。
10．問合せ先
　一般社団法人情報通信設備協会　事務局　
　〒 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
　E-mail 65honbu@itca.or.jp

区　別 9:30 ～ 17:00

第 1 日

・無線 LAN の構成要素　・IEEE802.11 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

２．研修カリキュラム

４．平成 27 年度無線 LAN 研修

４．開催地・開催日時・募集人員
開始時間：9:30 ～
開催地 開　催　日 募集人員

東　京
平成 27 年 6 月 19 日（金） 10 名
平成 28 年 1 月 29 日（金） 10 名

大　阪 平成 27 年 5 月 29 日（金） 10 名
名古屋 平成 27 年 10 月 23 日（金） 10 名
静　岡 平成 27 年 10 月 2 日（金） 10 名
広　島 平成 27 年 7 月 3 日（金） 10 名
福　岡 平成 27 年 7 月 17 日（金） 10 名
仙　台 平成 27 年 10 月 9 日（金） 10 名
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　キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効
果的に促進するため、雇用する労働者に対して職業訓練な
どを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中
の賃金の一部を助成する制度です。

◎企業の人材育成と労働者のキャリア形成のために、ぜひ、
ご活用ください。

　1．制度の概要

　｢キャリア形成促進助成金」は、労働者のキャリア形成を
効果的に促進するため、職業訓練などを段階的・体系的に
実施する事業主に対して助成する制度です。

　具体的には、従業員の職業能力開発についての計画（事
業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画）に基づい
て訓練などを行った事業主に対して、「訓練経費」と「訓練
期間中に支払った賃金」の一部を助成するものです。

　原則は中小企業の事業主が助成対象ですが、「成長分野等
人材育成コース」などの大企業の事業主も助成対象となる
コースがあります。
　また、事業主団体（協会や組合などの団体）が、傘下の
事業主（会員や組合員）が雇用する労働者に対して、訓練
などを実施した場合の経費助成の助成メニュー（「団体等実
施型訓練」）があります。

■助成メニュー

※ 電気通信工事は、成長分野等一覧表（日本標準産業分類）
の「大分類 G- 情報通信業」に含まれています。

※以下、事業主向け「成長分野等人材育成コース」及び「一
般型訓練」の助成について説明します。

　2．支給額

■助成額・助成率

■支給限度額
（1）賃金助成の限度額

賃金助成（1 人 1 コース当たり）＝ 1,200 時間
（2）経費助成の限度額

■受講数の制限
　助成対象となる訓練コース数は、1 人当たり 1 年度 3 コー
スまでです。

■ 1 事業所の支給額
　1 事業所が 1 年度に受給できる助成額は、最大 500 万円
です。

※ 1　1 年度は、支給申請日を基準として 4 月 1 日から 3
月 31 日までです。

※ 2　1 事業主が単独で申請したうえで共同事業主として
申請する場合も 500 万円が限度です。

〜企業の社員教育・人材育成に助成金の活用を〜
厚生労働省「キャリア形成促進助成金」のご案内 

厚生労働省・キャリア形成促進助成金のご案内

厚生労働省では、従来から人材育成に関する助成を実施してきましたが、平成27年度は対象コースを増やすなど、更に内
容の拡充が図られましたのでご案内いたします。

支給対象となる
訓練 対象 訓練内容

❶政策課題対応
型訓練

①成長分野等人
材育成コース

大企業・
中小企業

健康・環境などの成長分野
等での人材育成のための訓
練

②グローバル人
材育成コース

海外関連業務に従事する
人材育成のための訓練

③育休中・復職
後等能力アッ
プコース

育児休業中・復職後・再
就職後の能力アップのた
めの訓練

④中長期的キャ
リア形成コー
ス

厚生労働大臣が専門的・
実践的な教育訓練として
指定した講座（専門実践
教育訓練）

⑤若年人材育成
コース

中小企業

採用後５年以内で、35 歳
未満の若年労働者への訓
練

⑥熟練技能育成・
承継コース

熟練技能者の指導力強化、
技能承継のための訓練、
認定職業訓練

⑦認定実習併用
職業訓練コース 中小企業 厚生労働大臣の認定を受

けた OJT 付き訓練

支給対象となる
訓練

賃金助成
（1 人１時間当たり）

経費
助成

政策課題対応型訓練
（成長分野等人材育
成コースの場合）

Off-JT
中小企業＝ 800 円 1/2

大企業＝ 400 円 1/3

一般型訓練 Off-JT 中小企業＝ 400 円 1/3

⑧自発的職業能力
開発コース 中小企業 労働者の自発的な能力開

発に対する支援
❷一般型訓練

中小企業
政策課題対応型訓練以外
の訓練

❸団体等実施型
訓練 事業主

団体等

事業主団体などが行う、
若年労働者への訓練や熟
練技能の育成・承継のた
めの訓練

支給対象
となる訓練 企業規模

20 時間
以上

100 時間
未満

100 時間
以上

200 時間
未満

200 時間
以上

成長分野等人
材育成コース

中小企業 15 万円 30 万円 50 万円
大企業 10 万円 20 万円 30 万円

一般型訓練 中小企業 7 万円 15 万円 20 万円
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　3．支給対象

■支給対象となる労働者
　支給対象となる労働者は、訓練実施計画届時に提出した

「訓練別の対象者一覧」（様式 3-2 号）に記載のある雇用保険
被保険者で、訓練実施期間中において雇用保険被保険者で
あることが必要です。 
　また、訓練を受講した時間数が、助成対象訓練時間数の
8 割以上であることが必要です。

■助成対象となる職業訓練
（1）事業内訓練 

職業訓練指導員免許を持つ者や、職業訓練の科目、職種
などの内容について専門的な知識、技能を持つ指導員ま
たは講師により行われる職業訓練

（2）次に掲げる施設に委託して行う事業外訓練　 　
①公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能

力開発促進法第 15 条の 6 第 1 項ただし書に規定する職業
訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設

②助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主・事業
主団体の設置する施設

③学校教育法による大学など
④各種学校など（学校教育法第 124 条の専修学校、同法第

134 条の各種学校、これと同程度の水準の教育訓練を行う
ことのできるもの）

⑤その他職業に関する知識、技能、技術を習得させ、向上さ
せることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設

■支給対象となる経費
（1）事業内訓練 

①社外の講師への謝金・手当
　所得税控除前の金額。旅費・車代・食費・宿泊費などは対

象外
　（1 時間当たり 3 万円が上限）
②施設、設備の借上費
　教室などの会場使用料、マイクなど訓練で使用する備品の

借料で、助成対象コースに使用してことが確認できるもの
③学科や実技の訓練に必要な教科書などの購入・作成費
　助成対象コースのみで使用するもの

（2）事業外訓練　 　
受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代など、
あらかじめ受講案内などで定めているもの。国や都道府
県から補助金を受けている施設が行う訓練の受講料や受
講生の旅費などは対象外

■支給対象賃金
　訓練期間中の賃金について、賃金助成の対象とします。 

※所定労働時間外・休日（振替休日を取得した場合を含む）
に実施した訓練は、賃金助成の助成対象外

■対象となる事業主（次のすべての要件を満たす必要があり
ます）
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画お

よびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その
計画の内容を労働者に周知していること

③職業能力開発推進者を選任していること
④訓練実施計画届の提出日の前日から6か月前の日から支給

申請日までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主
都合により解雇等（退職勧奨を含む）をしたことがない
事業主であること

⑤支給申請日において、支給の対象となる労働者を事業主都
合により解雇していないこと

⑥従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間
労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること

⑦支給対象経費を事業主が全額負担していること

　4．注意事項

　次の場合は支給対象となりません。
①訓練実施計画届の提出前に訓練を開始した場合
②新たな訓練計画に変更が生じた場合は訓練開始前まで

に、既に届けている訓練計画に変更が生じた場合は、
変更が生じた日から訓練開始後 7 日以内（訓練開始後
7 日以内に終了する場合は訓練終了日まで）に変更届
を提出していない場合

③所定労働時間外・休日（振替休日を含む）に実施され
た Off-JT の賃金助成。ただし、Off-JT の経費助成につ
いては対象となります。

④事業主が訓練にかかる経費を全額負担していない場合
⑤実際に実施した助成対象となる訓練時間数が 20 時間未

満の場合
⑥支給申請期間内に申請を行わない場合
⑦訓練実施計画届の提出日の前日から起算して 6 か月前

の日から支給申請日までの間に、雇用する雇用保険被
保険者を事業主都合により解雇等（退職勧奨を含む）
を行った場合

　5．申請の流れ

　6．申請様式等と記入例

（1）キャリア形成促進助成金「申請様式」及び「記入例」
のダウンロードは厚生労働省ホームページ 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyou/kyufukin/youshiki_ichiran.html

（2）事業内職業能力開発計画と事例は中央職業能力開発協
会ホームページ「キャリア形成支援サイト」
http://www.career.javada.or.jp/id/career/contents/code/2-1

（3）企業の資本の額、出資の総額、企業全体の常時雇用す
る労働者数が分かる書類

（登記簿謄本、会社案内、パンフレットなど）

　７．お問い合わせ

（1）キャリア形成促進助成金のご案内は、労働省ホームペー
ジ（http://www.mhlw.go.jp/）のサイト内検索から「キャ
リア形成促進助成金」へ

（2）キャリア形成促進助成金の要件や申請手続きの詳細は、各都
道府県の労働局（助成金担当）又はお近くのハローワークへ

訓練計画の
策定

・「職業能力開発推進者」を選任
・「事業内職業能力開発計画」を策定

必要書類を
労働局へ提出

・「年間職業能力開発計画」及び「訓
練実施計画届」を作成

・「訓練別対象者一覧」「訓練カリキュ
ラム」など必要書類を合わせて、訓
練実施 1カ月前までに労働局へ提出

職業訓練を
実施

・「年間職業能力開発計画」に基づ
いて職業訓練を実施

支給申請書の
提出

・訓練終了後 2 カ月以内に「支給申
請書」に必要書類を合わせて労働
局へ提出

助成金の
受け取り ・審査のうえ支給を決定
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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
0023 ㈱つうけんアクティブ 北海道 http://www.tcn-web.com/ 011-520-0015
0024 宮川電気通信工業㈱ 関東 http://www.miyakawadentsukou.co.jp/ 043-225-1311
0025 浅川通信㈱ 北海道 http://www.asakawa-t.co.jp/ 011-711-1161
0026 ㈱イオタオーエーシステム 四国 http://www.iotaoa.com 089-958-2360
0027 ㈱レイコム 関東 http://www.laycom.co.jp/ 03-3288-0130
0028 扶桑電通㈱ 関東 http://www.fusodentsu.co.jp/ 03-3544-7271
0030 ㈱ NDS ネットワーク 東海 http://www.nds-g.co.jp/nnk/ 052-321-7920
0031 ㈱宇式通信システム 東海 http://www.ushiki-ts.co.jp/ 054-261-1671
0032 ㈱コムネットシステム 関東 http://www.comnetsystem.co.jp/ 03-5725-8555
0033 和幸電通㈱ 中国 http://www.wako-grp.com/5.html 0852-24-6670
0035 ジェイズ・テレコムシステム㈱ 関東 http://www.telecomsys.co.jp/ 03-3708-1141
0036 日興通信㈱ 関東 http://www.nikkotelecom.co.jp/ 03-5451-1717
0037 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
0040 三和通信機㈱ 関東 http://www.sanwa-com.co.jp/ 042-368-2222
0041 ㈱日本ビグラッドシステム 北陸 http://www.d1.dion.ne.jp/ ～ beglad/index3.htm 076-267-6000
0042 英工電機㈱ 関東 http://www.eikohdenki.co.jp/ 03-5821-1911
0043 ㈱日本オフィスオートメーション 関東 http://www.nihon-oa.com/ 03-5678-0225
0044 茨城電話工業㈱ 関東 http://www.bellcom.co.jp/ 029-224-2000
0045 ㈱群電 関東 http://www.gunden.com/ 027-224-1681
0046 光通信工業㈱ 九州 http://www.hikari-t.co.jp/ 098-878-5111
0047 ㈱翼通信工業所 関西 http://www.283-t.jp/ 079-224-8233
0048 南海電設㈱ 関西 http://www2.nankai-densetsu.co.jp/ 06-6643-0181
0049 ㈱井口通信 関西 http://www.iguchi-t.co.jp 073-455-3588
0050 三友電子㈱ 東海 http://www.sanyu-ec.co.jp/ 052-532-3151

LAN認定会員のご紹介

LANの設計・ 施工に関する技術・ 知識と実践力を認定する「LAN認定」に3月31日現在で94社の会員企業が認定され
ています
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認定番号 会員名 所属地方本部 URL 電話番号
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
0076 ㈲フォーネット通信 北海道 0155-20-2070
0077 ワツコ㈱ 関西 http://www.watuco.co.jp/ 06-6925-5681
0078 扶桑電通㈱岡山営業所 中国 http://www.fusodentsu.co.jp 086-224-3368
0079 ㈲相模電話工業 関東 045-321-9700
0080 大栄電子㈱ 関東 http://www.daieidenshi.co.jp 045-321-8461
0081 ㈱立芝 中国 http://www.tateshiba.co.jp 082-230-3711
0082 土佐通信システム㈱ 四国 088-883-0250
0083 NDS ㈱ 東海 http://www.nds-g.co.jp/ 052-263-2213
0084 オカツウエレクトロニクス㈱ 中国 http://www.okatsuelec.co.jp/ 086-245-4811
0085 サンコムテクノロジ㈱ 関東 http://www.s-tcn.com 03-5924-7051
0086 五十嵐通信機㈱ 関東 http://www.igatsu.co.jp 042-740-2211
0087 ㈱アイ・エヌ・ジー 関西 http://www.ing-osk.com/ 06-6451-5851
0088 三和通信工業㈱ 関西 http://www.santsu.co.jp/ 06-6266-3211
0089 北第百通信電気㈱ 北海道 http://www.kdts.co.jp 011-551-1712
0090 ㈱ジョーエイ 関東 http://www.jouei.co.jp/ 03-3466-1351
0091 三和通信工業㈱東京支店 関東 http://www.santsu.co.jp 03-5840-8101
0092 品田通信電設㈱ 信越 http://www.shinada.com/ 025-247-1201
0093 ㈲綱島通信 中国 086-463-2244
0094 九州沖通信機㈱ 九州 http://www.kyuoki.co.jp 092-584-5111
0095 ㈱ソルコム 中国 http://www.solcom.co.jp 086-463-2244
0096 ㈲ pcworld 九州 0997-55-0011
0097 クリエイティブリンク㈱ 中国 http://www.creative-link.co.jp 086-903-3041
0098 日本ビジネス機器㈱ 東海 052-503-0528
0099 ㈱ネット・エックス 中国 http://net-x.co.jp/ 082-531-2255
0100 ㈱綜合エンジニアリング 関東 http://soghoeng.co.jp/profile.htm 03-3438-3333
0101 石渡電気㈱ 関東 http://www.idknet.co.jp 03-3271-5151
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委員会・理事会等模様

平成 26 年度第 2 回業務委員会模様
１．日時　　　平成 27 年 2 月 9 日（月）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　大輪堅一委員長、髙瀬幸雄副委員長、
　　　　　　　宮川欣丈委員、木村清高委員、
　　　　　　　石田延章委員、恒川純次委員、
　　　　　　　嶋田泰嗣委員、吉川正明委員、麓譲委員、
　　　　　　　福薗英智委員、渡辺敏郎委員
　　　　　　　佐々木勝夫東北地方本部事務局長（代理出席）
　　　　　　　岩本房幸専務理事
４．議題

（1）平成 27 年度事業計画（案）
（2）LAN 認定状況と 27 年度の取組み
（3）オフィスリンク取組み状況　
（4）関東地方本部の取組み事例　
　　東芝情報システム㈱とのサービス契約締結

（5）工事担任者問題対応状況
（6）協会関連記事　
（7）その他

平成 26 年度第 2 回教育委員会模様
１．日時　　　平成 27 年 2 月 16 日（月）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　藤田義明委員長、長谷川浩正副委員長、
　　　　　　　塚本豊委員、河内康志委員、
　　　　　　　西部伸治委員、栩谷晴雄委員
　　　　　　　岩本専務理事
４．議題

（1）  平成 26 年度研修実施状況及び平成 27 年度研修計画（案）
（2）平成 27 年度事業計画（案）
（3）工事担任者問題対応状況
（4）協会関連記事
（5）その他

平成 26 年度第 2 回広報委員会模様
１．日時　　　平成 27 年 2 月 23 日（月）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　長田修一郎委員長、松山仁副委員長、
　　　　　　　山田恭郎委員、渡邊秀治委員
　　　　　　　岩本専務理事
４．議題

（1）「ITCA」発行状況
（2）「ITCA3 月号」編集会議
（3）本部ホームページ更新状況
（4）平成 27 年度事業計画（案）
（5）協会関連記事
（6）その他

平成 26 年度第 2 回総務財務委員会模様
１．日時　　　平成 27 年 3 月 2 日（月）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時

２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　井上新一委員長、今井秀昭副委員長、
　　　　　　　大輪堅一委員、長田修一郎委員、
　　　　　　　阿部准定委員
　　　　　　　岩本房幸専務理事
４．議題

（1）賛助会員の入会について　
（2）通常会員入退会状況
（3）平成 27 年度会員拡大について
（4）平成 26 年度決算見込み
（5）平成 27 年度本部分担金（案）
（6）平成 27 年度事業計画（案）
（7）平成 27 年度収支予算（案）
（8）「本部選出役員の選出・退任の手続内規」の一部改正につ

いて　
（9）工事担任者問題対応状況
（10）その他

平成 26 年度第 2 回委員長会議模様
１．日時　　　平成 27 年 3 月 4 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　網谷駿介会長、井上剛毅理事長、
　　　　　　　長田修一郎副理事長・広報委員長、
　　　　　　　井上新一副理事長・総務財務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、大輪堅一業務委員長、
　　　　　　　岩本房幸専務理事
４．議題

（1）平成 26 年度第 4 回理事会議題審議について
（2）その他

平成 26 年度第 4 回理事会模様
１．日時　　　平成 27 年 3 月 11 日（水）　
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時
２．場所　　　情報通信設備協会　会議室
３．出席者　　網谷駿介会長、井上剛毅理事長、
　　　　　　　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、大輪堅一理事、
　　　　　　　田中優治理事、江角優理事、新矢邦彰理事、
　　　　　　　阿部准定理事、竹内聰理事、永井英晴理事、
　　　　　　　宮川欣丈理事、今井秀昭理事、長谷川浩正理事、
　　　　　　　松山仁理事、髙瀬幸雄理事、木村清高理事、
　　　　　　　山田恭郎理事、藤田義明理事、栩谷晴雄理事
　　　　　　　福島和義監事、立川昭二監事

４．網谷会長挨拶要旨
　26 年度もあと数日となったが、皆様のおかげで会員数の減
少にも歯止めがかかった。この活動は 1 年で終わりというも
のではなく 27 年度以降も粘り強く取り組むものであるが、皆
様のご努力に心から敬意を表したい。26 年度は当初予算に比
べ赤字額を小さくできそうである。去年までは年に約 30 名の
会員減少が続いていたが、今年は現時点で10名のプラスとなっ
て収益の改善に貢献している。簡単なことではないが、悪化
している収支基盤を立て直すために引き続きご尽力をお願い
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したい。
　27 年度は、長年やってきた研修事業などの協会活動につい
てもリセットして考える時期であり、皆様のご意見をいただ
いて進めたい。
　昨年来ドコモのオフィスリンクを紹介し、契約をしていた
だく動きが少しずつ出ているが、会員とドコモ等との仲介を
進めていくつもりであり条件等の情報も取っている。光の卸
しは、諸条件が総務省の了解を得られたのは最近の事で、各
社の契約条件が混乱してスタートしている。
　東京オリンピックに向けてサイネージが大きく伸びるだろ
う。都バスの実証実験を見てきたが、運転席の後ろに液晶画
面があり、来年には都営バス 1,500 台のすべてに取り付けられ
る。今後は私鉄も追随して首都圏の数千台のバスに取り付け
られるだろう。多言語への対応は、オリンピック招致委員会
が 23 言語に対応できるものを考えており、また Wi-Fi も無料
で使えるように整備される。これから首都圏を中心に、外国
人に対応できるいろいろな IT 基盤を高める動きが強まってく
る。街中にデジタルサイネージが設置され、競技会場や駅や
旅館の案内などの情報が多言語で発信される事になる。すで
に会員の中にもデジタルサイネージの工事をやっているとこ
ろがあるだろうが、これから相当活性化すると思われる。協
会も多方面とアライアンスを組み会員の活性化に役立てれば
と思う。
5．井上理事長挨拶要旨
　日頃から委員会や地方本部の活動にご尽力いただき感謝申
し上げる。26 年度も残り少なくなったが、重要課題として取
り組んできた会員の拡大は、目標には届かないものの昨年ま
での減少傾向に歯止めをかける事ができ、その効果もあって
26 年度の決算は予算より 9 百万ほど赤字を小さくできる見込
みであり、各地方本部のご努力に感謝する。
　ただ、27 年度予算は 19 百万円の赤字予算となっており、正
味財産の減少が続く大厳しい状況であることから、先週の委
員長会議において、今後委員長会議メンバーで改善策の検討
を行う事とした。地方本部にお願いする事も出てくるが、各
地方本部は、まず会員の拡大に努力していただきたい。
6．議事内容

（審議模様）
（1）賛助会員の入会について
　井上総務財務委員長は、資料「賛助会員の入会について」
により東芝情報システム株式会社の新規入会を説明し、異議
なく議決した。

（2）通常会員の入会について
　井上総務財務委員長は、資料「通常会員の入退会について」
により電磁的理事会で承認を得ていない 1 社の入会を説明し、
異議なく議決した。
　関西地方本部　　ユタカインテグレーション株式会社

（3）平成 27 年度会員拡大について
　井上総務財務委員長は、資料「平成 27 年度会員拡大につい
て」により、協会の財務基盤である会費収入を確保するために、
27 年度も目標を設定し取組みを強化するとの説明を行い、異
議なく議決した。

（4）平成 26 年度研修実施状況及び 27 年度研修計画（案）
　藤田教育委員長は、資料「平成 26 年度研修実施状況及び平
成 27 年度研修計画（案）」について、26 年度は一部中止となっ
たが、開催時期等を各地方本部の要望に沿った計画で実施し
た事で受講者は前年度より増加している。平成 27 年度も地方
本部の要望に沿って開催するとともに、研修内容を受講者ア
ンケート結果を反映したものに見直し、無線 LAN 研修は広島、
福岡、仙台でも開催する旨を説明し、異議なく議決した。

（5）LAN 認定状況及び 27 年度の取組み
　大輪業務委員長は、資料「LAN 認定状況及び 27 年度の取
組み」について、26 年度は、DM による勧奨や、オフィスリ
ンクの取組みの影響で、認定会員が前年度末の 78 社から 14
社増加し 92 社となる見込みで、目標の 100 社にもう一歩であ
る。オフィスリンクのパートナースキームを全国統一すると
いうドコモからの情報もあり、DM による勧奨等と併せて 27
年度は 100 社の早期達成を目指す旨の説明を行い、異議なく
議決した。

（6）本部選出役員の選出・退任手続き内規の一部改正
　井上総務財務委員長は、資料「本部選出役員の選出・退任
手続き内規の一部改正」について概要を説明し、岩本専務理
事より、専務理事の任期を現行の「3 期もしくは満 65 歳」か
ら「満 65 歳」に改正する旨を補足説明し、平成 27 年 4 月 1
日から施行することを異議なく議決した。

（7）平成 27 年度本部会費（案）
　井上総務財務委員長は、資料「平成 27 年度本部会費（案）」
について、地方本部の分担率を一律 5％引き上げるとの概要を
説明し、岩本専務理事より、現行の負担率で本部を運営した
場合の 27 年度本部資金繰りについて補足説明を行い、異議な
く議決した。

（8）平成 27 年度事業計画案及び予算案
①平成 26 年度決算見込み
　井上総務財務委員長は、資料「正味財産増減計算書（内部
取引を含む）」「正味増減計算書（事業別）」「貸借対照表（組
織別）」について概要を説明し、岩本専務理事より、26 年度
決算見込みは経常収益 169,976,649 円、経常費用 182,917,395 円、
税引前一般正味財産増減額―12,940,746 円、法人税等を差し引
いた当期一般正味財産増減額は―13,681,707 円となり、会費
収入が予算に対して約 5 百万円増加したこと等により予算に
対して赤字額が約 940 万円縮小する見込みで、正味財産期末
残高は 121,406,352 円となる見込みであるとの補足説明を行い、
異議なく議決した。
②平成 27 年度事業計画（案）
　井上総務財務委員長は、資料「平成 27 年度事業計画（案）」
について概要を説明し、岩本専務理事より、27 年度の事業活
動項目を、人材育成及び育成の支援、各種情報の収集及び調
査研究、行政機関との連携及び関係諸団体との協力連携、そ
の他、とする旨の補足説明を行い、異議なく議決した。
③平成 27 年度収支予算（案）
　井上総務財務委員長は、資料「正味増減計算書（内部取引
を含む）」、「正味増減計算書（事業別）」、「貸借対照表（組織
別）」についてその概要を説明し、岩本専務理事より、経常収
益計で 165,624,978 円、経常費用で 184,207,849 円、当期経常増
減額―18,582,871 円、法人税等 729,007 円を加えた当期一般正
味財産増減額は－ 19,311,878 円となり、正味財産の当期末残高
は 102,094,474 円となって、26 年度見込みに対し約 6 百万円の
赤字が増加する予算であり、引き続き会員の拡大に取組むと
ともに、収支改善が急務である。また、公益目的である継続
事業等会計の収支は－ 23,718,379 円となり、移行時の公益目的
財産額 178,445,136 円は平成 27 年度末では約 1 億円となる見込
みであるとの補足説明を行い、異議なく議決した。

（報告事項）
（9）ITCA 発行状況
（10）本部ホームページ更新状況
（11）オフィスリンク取組み状況
（12）関東地方本部の取組み状況
（13）工事担任者問題対応状況
（14）その他
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■通常会員

◎　会社名　　ユタカインテグレーション㈱　（平成27年3月11日入会）　　
　　所在地　　大阪市城東区　　
　　代表者　　薮中　幸文　　
　　TEL　　　06-6933-1101
　　事業内容　情報通信システム（LAN・電話設備）、コンピュータシステムの総合コンサル・設計・販売・施工・保守
　　URL　 　  http://www.yutaka-net.co.jp

新会員（平成27年2月11日~平成27年4月10日）
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間もなくゴールデンウィークになりま
す。私にとってコールデンウィークといえ
ば春スキーに行くのが定番でしたが、
最近は地球温暖化で降雪の少ない年
が多く、5月上旬まで滑れるスキー場は
限られてここ数年は行っていません。
陽の光を浴びながら軽装で滑る開放
感はなんとも言えませんが、土が出て
いるゲレンデでフキノトウを見つけ、袋
一杯に取れたときは疲れも忘れてしま
います。
　この冬は暖冬予想にかかわらず寒
暖の差が大きく、特に今年に入ってか
らの寒さで雪が多く降ったため、各地
のスキー場が5月まで営業しそうで、今
度のゴールデンウィークが待ち遠しく
なっています。

（編集委員）
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