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ITCA憲章

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

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

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

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

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

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

ITCA 憲章

FRONT VOICE　 IoT時代に向けた情報通信ネットワーク
　アライドテレシス株式会社　IoT営業本部　本部長　黒田 隆 ……………………………………………1
地方本部だより　第12回情報通信機材展「情報通信フェア2016」模様！
　一般社団法人情報通信設備協会　東海地方本部　大島 貞保 ………………………………………………2
業界ニュース（2016年4月 ~2016年5月） ……………………………………………………………………4
特集　第62回定時総会模様 ………………………………………………………………………………………8
　　　第62回定時総会懇親パーティー模様  ………………………………………………………………… 10
業界特集　４Gの高パフォーマンスを無線 LANの手軽さで免許不要で使える LTE「MulteFire」 …… 12
新製品・新サービス
　レッドフォックスが地図連動型ビジネスクラウドサービス「GPS Punch!」の新機能として
　「GPS Punch!写真管理」機能を提供開始
　〜現場巡視業務支援で安全管理の時間を増やす〜………………………………………………………… 15
地方本部　総会・懇親会報告 …………………………………………………………………………………… 16
新会員 ……………………………………………………………………………………………………………… 20
本部研修 INFORMATION ……………………………………………………………………………………… 22
地方本部研修・セミナー INFORMATION …………………………………………………………………… 23
委員会・理事会等模様…………………………………………………………………………………………… 24
平成28年春の叙勲「旭日単光章」を宮川欣丈氏が受章 ……………………………………………………… 26
第57回電気通信協会賞を信越地方本部の石田保宣氏が受賞 ……………………………………………… 27
平成28年度第2回工事担任者試験のご案内 ………………………………………………………………… 28
LAN認定会員のご紹介 ………………………………………………………………………………………… 30

目　次



1

FRONT VOICE

アライドテレシス株式会社
IoT営業本部　本部長　黒田　隆

ＩｏＴ時代に向けた情報通信ネットワーク

盛夏の候、皆様にはいっそうご活躍のこととお慶
び申し上げます。 

また、これまで会員の皆様には企業の通信インフ
ラの構築にご尽力いただいたことに感謝申し上げる
と共に、多数のアライドテレシスのネットワーク機
器をお客様へご導入いただき、またご愛顧いただけ
ていることに重ねてお礼を申し上げます。

当社は日本発のネットワーク機器メーカーとして
2017 年で創業 30 年を迎えます。この 30 年で一般
的に使われている LAN のスピードは 10Mbps から
10Gbps へと 1000 倍の帯域に広がり、企業内 LAN を
通信するデータはホストコンピューターとのテキス
ト主体から、WEB 形式の業務システムを稼働させな
がらリアルタイムで音声や画像通信を行うシステム
との共存まで拡大しました。更には専用線内で閉じ
られた拠点間通信からインターネットを経由してど
こでも業務が行える環境へ広がり、通信ネットワー
クは企業インフラの根幹となりました。今後、通信
ネットワークは IoT（Internet of Things）へと広がり、
電気機器だけではなくあらゆる「物」と通信が行え
る環境へと進化を続けます。

ITCA 会員企業様が携わることが多い電話システ
ムは IP 化に伴って情報システムの一部として認識さ
れ、お客様担当者が総務部門から情報システム部門
へと変わったことにより、要求される内容も大きく
変わってきたことと思われます。

私どもアライドテレシスは IoT 時代のネットワー
クに最適な製品とソリューションの提供で、会員の
皆様が抱える通信ネットワークに関わる様々な課題
を解決すべく活動を行っています。

まず、IoT 時代の通信ネットワークに関わるお客
様は、あらゆる「物」が通信媒体になる可能性があり、
物品を提供するすべての市場のお客様が通信ネット
ワークの環境について関心を持ち、身近でインフラ
設備を提供する皆様に問いかけを行うことと思われ
ます。ネットワーク技術については特別プログラム
によるホットラインを用意し、ネットワークの構築
や問い合わせに対応させていただく環境を構築して
います。

次に、通信ネットワークに不可欠なセキュリティ
の問題が発生します。あらゆる「物」が通信を始
めるとネットワーク上の管理対象（デバイス）が膨
大に増えることになりますので、人による管理だけ
ではなくシステムによる自動管理が必要になってき
ます。デバイスによってはデータを送信する機能し
かないなど全てがコントロールできる状態とはなら
ない可能性があります。個々のデバイスの通信制御
をネットワーク機器で行う事により、IoT に最適な
ネットワーク構築が可能となります。私どもで提供
す る 製 品 で は、AMF（Allied Telesis Management 
Framework）と SES（Secure Enterprise SDN）とい
う IT アーキテクチャーの国際賞を受賞した２つの
SDN 技術でネットワーク機器の一元管理による運用
効率の向上とコスト削減の実現、IoT に最適なセキュ
リティを実現いたします。

今後も進化を続けるネットワークを会員の皆様に
ご協力戴きながら社会へ提供していく所存です。

最後になりますが、皆様のますますのご繁栄とご
健勝をご祈念申し上げます。
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地方本部だより

～第12回情報通信機材展（情報通信月間参加行事）～
『情報通信フェア２０１６』模様！

一般社団法人 情報通信設備協会 東海地方本部
事務局長　大島　貞保

東海地方本部では、昭和 56 年 11 月に青年部を発
足させ、業界に関する調査研究や企業経営に関する
研究、会員間の親睦、地方本部への提言などの活動
を行ってきましたが、平成 5 年に青年部小委員会か
ら「情報通信材料展」開催の提案がされたことに伴い、
翌平成 6 年 2 月に出展社数 23 社により愛知県中小企
業センターで「第 1 回情報通信材料展」（平成 10 年
に「情報通信機材展」に名称変更）を開催し、以後、
青年部が中心となって隔年に機材展を開催してきま
した。

※東海地方本部ホームページ「青年部のあゆみ」
参照

http://www.itca.or.jp/toukai/honbu/seinen_
history/04_seinen_katudou.htm

◎展示会開催に寄与した青年部会員企業（17社）
この展示会の開催については、青年部が一致団結

し、前年度より毎月 1 回以上の会合を重ねて、この
日を迎えることができました。
　

朝日電気工業㈱、㈱インターナショナルコミュ
ニケーションズ、㈲三和電気通信建設、㈱シン
ワテック、ダイコー通産㈱、㈱髙文、千代田
電子システム㈱、東洋通信工業㈱、双海電設㈱、
ID イチデン（一宮電話興業㈱）、サンテレホン㈱、

㈱システムオーエヌイー、第一電話設備㈱、㈱
TTK、高見通信工業㈱、㈱テレコムメイワ、浜
松通信施設㈱

◎展示会出展社（41社）

アライドテレシス㈱、NTT 西日本グループ、
NTT レンタルエンジニアリング㈱、FXC ㈱、
エレコム㈱、OKI グループ、兼松コミュニケー
ションズ㈱、河村電器産業㈱、コーニングイン
ターナショナル㈱、三和電気工業㈱、スリーエ
ムジャパン㈱、ディーリンクジャパン㈱、東名
通信工業㈱、ナカヨ電子サービス㈱、日東工業㈱、
日本製線㈱、日本テレガートナー㈱、㈱八光電
機製作所、㈱バッファロー、浜松ホトニクス㈱、
パンドウイットコーポレーション日本支社、㈱
日立システムズ、冨士電線㈱、フルーク・ネッ
トワークス、ヘラマンタイトン㈱、マサル工業
㈱、未来工業㈱、㈱渡辺製作所、サンテレホン㈱、
ダイコー通産㈱、㈱髙文、朝日電気工業㈱、ID
イチデン（一宮電話興業㈱）、三友電子㈱、第一
電話設備㈱、㈱ TTK、㈱テレコムメイワ、双海
電設㈱、総務省東海総合通信局、（一財）日本デー
タ通信協会（協賛出展）、（一社）情報通信設備
協会東海地方本部

東海地方本部では、5月17日（火）・18（水）の両日、総務省東海総合通信局・名古屋商工会議所の後援、情報通信
月間推進協議会・ 一般財団法人日本データ通信協会東海支部の協賛、サンテレホン株式会社・ダイコー通産株式
会社・株式会社髙文・東海地方本部青年部の協力を得て、名古屋駅前の愛知県産業労働センター「ウインクあいち」
6階展示場で、「IoTの新時代！ 情報ネットワークの総合展示会」と題して、第12回情報通信機材展「情報通信フェ
ア2016」を開催いたしました。
17日の展示開始（10時）を前に9時30から開会セレモニーを行ない、協会本部の大木会長に来賓のご挨拶をいた
だきました。
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■展示会模様
　展示開始の 15 日 10 時、BGM の大音響に合わせて
会場入り口でテープカットが行われ、大盛況のうち
にオープンし、2 日間で 1,065 名が入場しました。

 

■講演会の開催
　◎特別講演

「情報通信行政の最近の動向」
総務省 東海総合通信局 情報
通信部長 
西垣 昌彦 氏

◎基調講演
「カミオカンデ／スーパーカ
ミオカンデとのかかわり」
～世界最大径光電子増倍管～
浜松ホトニクス株式会社　
取締役室役員室　顧問　
袴田 敏一 氏

■出展社セミナーコーナー
17 日は、日本製線㈱「10GBASE-T ケーブリング

システムの選定と成端体験」、18 日は、FXC ㈱「情
報コンセント埋め込み型無線アクセスポイントご紹
介」、サンテレホン㈱「加速する NW カメラ市場の
動向と課題に迫る！」、冨士電線㈱「業界初　抗菌
LAN ケーブル」、フルーク・ネットワークス「OTDR

（光パルス試験機）を活用した高品質な光ファイバー
配線の構築」、日東工業㈱「情報通信市場向け電源・
筐体ソリューション」を開催し、多数の参加者が聴
講しました。

テープカットする（左から）酒井青年部会長、大木会長、井上東海
地方本部長

盛況な展示会場

商談スペース模様

アンケート回収箱付近の「お楽しみプレゼント」抽選コーナー

西垣情報通信部長の講演

袴田顧問の講演

セミナー模様

セミナーで実習体験
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業界ニュース　4月 

㈱タニタは、スマートフォン向け健康管理アプリケーション「ヘルスプラネット」をバージョンアップし、App Store で
配信を開始した。今回のバージョンアップは、iOS8.0 以上の iPhone（アイホーン）に標準搭載されている Apple の健康管理
アプリケーション「ヘルスケア」とのデータ連携機能を実装したのが特徴。これにより、通信機能を備えたタニタの体組成
計で計測したバイタル（生体）データの「体重」「体脂肪率」を「ヘルスケア」上で時系列的に記録したり、グラフ表示した
り一元管理できるようにした。ダウンロードは無料。

タニタがスマートフォン向け無料健康管理アプリ「ヘルスプラネット」をバージョンアップ
～ｉＰｈｏｎｅ標準搭載アプリ「ヘルスケア」とタニタの体組成計が連携・Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅで配信開始～

ソフトバンク㈱は、パーソナルデータに基づいたヘルスケアサービス「パーソナルカラダサポート」を SoftBank のスマート
フォンをご利用のお客様向けに提供開始した。「パーソナルカラダサポート」は、モバイルヘルステクノロジーベンチャー企業
の㈱ FiNC と共同開発したスマートフォン向けのアプリケーションで、お客様のパーソナルデータに基づいた質の高いヘルスケ
アサービスの提供を実現する。本サービスは、お客様の生活習慣アンケートの結果や体重・歩数などのライフログ、肥満遺伝
子検査などのパーソナルデータをもとに、一人一人専用の生活習慣改善メニューをスマートフォン向けアプリにて表示するサー
ビスである。また、利用者間の SNS 機能や、EC サイト「ヘルスケアモール」にて専門家からの食事指導などが受けられる。

ソフトバンクがパーソナルデータに基づいたヘルスケアサービス「パーソナルカラダサポート」の提供開始

㈱ NTT ドコモは、2 年定期契約満了後に解約金のあり、なしをお客様が選ぶことができる 2 つのコース、「フリーコース」
と「ずっとドコモ割コース」を新設した。また、長くご利用のお客様に、よりおトクにご利用してもらえるよう「ずっとドコ
モ割」の適用範囲および割引額を拡大した。加えて 2 年定期契約の更新時に「ずっとドコモ割コース」を選択した方に「更新
ありがとうポイント」のプレンゼントを開始した。更新期間は 2 年定期契約満了月の翌月、翌々月の 2 か月間となる。

ＮＴＴドコモが新料金プランを更に充実し、長くご利用のお客様がよりおトクに～２年定期契約に選べる
２つのコースを新設、「ずっとドコモ割」を拡充、「更新ありがとうポイント」を開始～

IDCJapan ㈱は、2016 年 1 月に実施した、国内企業 688 社の情報セキュリティ対策の実態調査結果を発表した。調査対象企業
に対して 2015 年度（会計年）の情報セキュリティ投資の増減率を調査した結果、2014 年度（会計年）と比べ「増加している」
と回答した企業が 27.2％となり、「減少する」と回答した企業（10.5％）を上回った。また、2016 年度（会計年）の情報セキュリティ
投資見込みでは、2015 年度を上回るとした企業は全体の 27.0％、「減少する」と回答した企業は 10.5％である。そして、2016 年
度の情報セキュリティ投資を増やす企業は、脆弱性管理とウィルス対策を投資重点項目としている企業が多いことが判明した。
しかし、全体の 6 割超の企業では、投資額は前年度と変わらないと回答している。そして 3 割超の企業は、セキュリティ投資
を行う項目を具体的に計画していないと回答している。2016 年度の情報セキュリティ投資は、2015 年度に続き増加傾向であるが、
まだ多くの企業は前年度と同額の予算で明確な投資計画を持たず、既存のセキュリティ対策への投資を継続しているとみている。

ＩＤＣＪａｐａｎが国内企業の情報セキュリティ対策実態調査結果を発表

NEC は、企業・中央省庁・地方公共団体におけるマインナンバーカードを活用したサービス・ビジネス創出を支援する「マ
イナンバーカードソリューション」を強化し、販売開始した。具体的には、マイナンバーカードに対して企業・行政機関な
どの身分証機能やコンビニでの証明書交付機能の付与などを実現する「業務ソリューション」や、マイナンバーカードの電
子証明書活用によるカード保有者の本人確認や認証が可能な「認証プラットフォームソリューション」、マイナンバーカード
の読み取りを行うためのリーダライタや情報キオスク端末などの「マイナンバーカード対応キーデバイス」といった 3 つの
カテゴリーで様々なメニューを提供する。

ＮＥＣが企業・行政機関等のマイナンバーカード活用を支援する「マイナンバーソリューション」を強化
～各種ソリューションにより新ビジネス創出を支援～

シャープ㈱は、小型で手軽に携帯できるモバイル型ロボット電話「ロボホン」の販売を開始した。本製品は、ロボットク
リエイター高橋智隆氏（東京大学先端科学技術研究センター特任准教授、㈱ロボ・ガレージ代表取締役）と共同で開発した
世界初の「モバイル型ロボット電話」である。二足歩行が可能なヒューマノイドロボットとしては極めて小型のサイズ（身
長約 19.5cm）を実現し、外出先にも持ち運んで使用できる。モバイル通信（LTE/3G）に対応し、電話やメール、カメラな
ど携帯電話の基本機能や専用アプリケーションで提供される各種サービスを、「ロボホン」と対話しながら使用できる。新
開発のフォーカスフリー小型レーザープロジェクターを搭載し、写真や動画、地図などを投影できるほか、専用アプリケー
ションをダウンロードすることで、利用できる機能やサービスを追加することができる。また、ユーザーの利用状況やプロ
フィールなどを「ロボホン」が学習・成長し、より自然なコミュニケーションが可能となる。

シャープがモバイル型ロボット電話「ＲｏＢｏＨｏＮ（ロボホン）」の販売を開始
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ニフティ㈱は、IoT を活用した事業者向け見守りサポートサービス「おへやプラス PRO」を提供開始した。本サービスは、
複数宅の室内環境データ（温度・湿度・照度）のモニタリングとエアコンの遠隔操作を事業所のパソコンから行える、事業者
向けサービスである。センサーなどの機器一式を高齢者宅に設置することで、離れた部屋の環境を事業者から見守り、体調不
良の未然防止やスタッフの負担軽減に役立てられる。また、蓄積される室内環境データは介護プランの作成やサービスへの活
用のほか、高齢者とのコミュニケーションのきっかけづくりやその家族へのレポートなど広く活用できる。2016 年 1 月から “ 夏
暑く・冬寒い ” 熊谷市にて介護事業者の協力のもと、現場での実証実験を行ってきた。結果は、「室内環境データから不眠・睡
眠障害・昼夜逆転などの異変を察知できる」、「データに基づいた客観的な判断ができる」などの有用性が確認できた。

ニフティがＩｏＴを活用した事業者向け見守りサポートサービス「おへやプラスＰＲＯ」提供開始
～室内環境と生活リズムを見える化し、事業者の負担を軽減～

㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリは、お客様と共創の場「みらい DOORS」を 2016 年 4 月 18 日、武蔵小杉の本社オフィ
スに “ 開こう！未知なるセカイのドアを ” コンセプトメッセージとし、お客様と共に未来の新たな価値を創り出していくことを目
的に開設した。「みらい DOORS」には、自社開発の共創支援＆学習支援ツール群「Web コア Innovation Suite（ウェブコア・イノベー
ションスイート）」をはじめ、大学や先進企業と研究開発中の最先端要素技術を常設しており、それらを活用してアイデアソンやハッ
カソンなどお客様とグループワークを行うことで、討議やアイデア発想を活性化し、イノベーションの創出を促進する。

富士通ソーシアルサイエンスラボラトリが未知なるセカイのドアを開く「みらいＤＯＯＲＳ」を開設
～お客様と新たな価値を創り出す共創活動を強力に推進～

プラネックスコミュニケーションズ㈱は、自宅や職場でお使いのルーターと連携して、PC やスマートフォン、タブレット
等から、持ち主の意図しないデータ流出を未然に防ぐ WiFi セキュリティユニット「SAKOKU」を販売開始した。セキュリティ
対策として外部からのアタックを防ごうとする試みは多くあるが、悪意あるソフトウェアの開発速度は早く、また特定企業
を狙った標的型攻撃や部内者による内部感染など、脅威を完全に防ぐのは難しいのが現状である。本製品は、悪意あるソフ
トウェアに感染したとしても、被害を最小限に抑えることができる。元来ファイアーフォールは外部からの通信を全て遮断し、
必要な通信のみを後から許可していくというものであるが、本製品は、そのファイアーフォールを逆にしたコンセプトで作
られており、本製品に接続された機器を鎖国ゾーン化して情報漏えいを防ぐ。

プラネックスコミュニケーションズがＷｉＦｉセキュリティユニット「ＳＡＫＯＫＵ」を発売
～あなたのデータは大丈夫？データ流出を事前にブロック！～

㈱日立情報通信エンジニアリングは、「IoT/M2M 情報収集ソリューション」の機能を拡張した「スマート IoT サービス」
を提供開始した。これまで提供してきた「温度監視サービス」のリアルタイムなデータ収集とその見える化、24 時間監視に
よる異常検地と警報通知機能に加え、新たにモバイル回線によるデータ収集や空調機器の監視・制御を可能とした。また監
視可能な対象を温度から電力、湿度、CO2 濃度などの環境データをはじめ、産業用機器から収集される稼動データまで拡張し、
EMS や産業用設備の予兆監視など、幅広い用途に適用可能な自動監視を実現した。

日立情報通信エンジニアリングが遠隔監視・制御を実現する「スマートＩｏＴサービス」を提供開始
～ＩｏＴ／Ｍ２Ｍシステムの早期導入を可能とし、データ収集・利活用により新たな価値を創出～

㈱ LIXIL は、ネットワークシステムを活用して屋内／屋外カメラや宅配ボックスとスマートフォンを繋ぎ、外出先から自
宅の様子を確認できる「ホームネットワークシステム」の提供を全国で開始した。本システムは、「ホームユニット」をご家
庭の無線 LAN に接続し、屋内／屋外カメラの各機器を「ホームユニット」に登録することで使用できる。外出先でもスマー
トフォンから自宅の様子を確認でき、家族やペット、愛車の安心を見守ることが可能である。配線工事、定額費用も不要で、
スマートフォンに専用アプリを無料ダウンロードし、「ホームユニット」に登録するだけですぐに使用できる。

ＬＩＸＩＬがスマートフォンを使って外出先から自宅の安心を見守るエクステリア「ホームネットワークシス
テム」の提供開始

楽天㈱は、ドローンを活用した消費者向けの配送サービス「そら楽（そららく）」を開始した。「そら楽」の第一弾として、
ゴルフ場コース内でプレイヤーがスマートフォンの専用アプリ（Android 版）を使って、ゴルフ用品や軽食、飲み物などを注
文すると、ドローンがコース内の受取所まで商品を届けるサービスを提供する。アプリでは、注文可能な総量を注文画面で確
認できるほか、商品発送準備開始時とドローンの飛行開始時には、プッシュ通知を受け取ることができる。サービス利用時に
は楽天会員 ID でのログインが必要となり、決済時にはクレジットカードまたは楽天スーパーポイントが選択可能である。運
営側では、アプリを通じて注文を受けると、専用デポに待機するスタッフが商品を配送用ボックスに梱包し、ドローンの機体
に取り付ける。スタッフが専用タブレットの管理画面で発送開始の操作をすると、ドローンは自律飛行で受取所まで飛行し、
着陸してから荷物を自動投下（リリース）した後、離陸ポイントに自動で戻ってくる。ご注文はお買物の合計金額 100 円（税込）
以上から・利用料、送料は当面無料。

楽天がドローンを活用した配送サービス「そら楽」を開始
～一般消費者向けドローン配送サービス、第一弾はゴルフ場「キャメルゴルフリゾート」で展開～
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富士通㈱は、サイバー攻撃に対する「検知・防御」「分析・対処」「セキュリティ耐性強化」のライフサイクルを一元的にサポー
トする「グローバルマネージドセキュリティサービス」を強化し、企業の事業継続性を高める「FUJITSU Security Solution 
セキュリティレジリエンス強化支援サービス」を 2016 年 6 月より新たに提供した。本サービスは、富士通グループの保有す
る 1,000 社を超える事業継続コンサルティングの実績や知見をベースに、業種・業態に応じたシナリオによる模擬演習やサイ
バー攻撃により想定される事業損害額の定量化、同業種・同規模企業のセキュリティ対策水準との比較により、事業継続の
観点でお客様の中期的なセキュリティ対策計画策定を支援するサービスである。

富士通がサイバー攻撃による事業被害の極小化に向け、グローバルマネージドセキュリティサービスを
強化　～サイバー攻撃への対応力を強化し、企業・組織の事業継続性を高める新サービスを提供～

ニフティ㈱は、中小企業向けトータルIT支援サービス「まかせて情シス」を2016年5月10日から提供開始した。本サービスは、
企業向けのセキュリティ対策とバックアップ対策をWebブラウザーから一元管理できるほか、ITに関して困ったときには専門スタッ
フのサポートを受けられるサービスである。サポートは、ニフティが選定したパートナーが行う。電話やチャットでのサポートに加
え、スタッフが定期的に訪問してIT全般のコンサルティングやIT資産管理、PCメンテナンスを実施することも可能である。企業の
IT活用をシステムと人材の両面からサポートすることで、中小企業によく見られる“ひとり情シス”や“情シス不在”の状態を解消し、
社員が本来の業務に集中して取り組めるよう支援する。

ニフティが中小企業の “ひとり情シス ”問題を解決するトータル IT支援サービス「まかせて情シス」を提供開始

IDCJapan ㈱は、2016 年の国内 IT 市場規模を、14 兆 5,683 億円、前年比成長率は、マイナス 0.4％と予測している。国内
IT 市場を構成する国内ハードウェア市場、国内 IT サービス市場、国内パッケージソフトウェア市場の 2016 年の市場規模
と前年比成長率は、それぞれ 6 兆 1,768 億円、マイナス 4.7％、5 兆 5,003 億円、2.1％、2 兆 8,912 億円、4.6％と予測している。
国内 IT 市場に国内通信サービス市場を加えた国内 ICT 市場の 2016 年の市場規模は 25 兆 2,670 億円、前年比成長率はマイナ
ス 0.6％と予測している。2016 年の国内 IT 市場は、ソフトウェア（パッケージソフトウェア）市場、IT サービス市場が堅調
な伸びを示すものの、エンタープライズネットワーク機器を除くすべてのハードウェア製品市場がマイナス成長となるため、
IT 市場全体としては、前年比微減と予測している。

ＩＤＣＪａｐａｎが国内製品別 IT市場予測を発表

国立研究開発法人 産業技術総合研究所は、360 度どの方向から見ても画像が正面を向いていうように見える表示技術を
用いたディスプレイのプロトタイプを開発した。これまでの表示コンテンツの見やすさの改善の研究では、表示面を正面か
ら見た条件での見やすさは改善できるが、表示面の正面方向から見た場合以外の見やすさは改善できなかった。そこで特殊
なレンズ構造を使った独自の表示技術（特許出願中）開発し、どの方向から見ても表示面が自分の方向を向いているように
見える静止画のディスプレイのプロトタイプを製作した。本ディスプレイは、複数の利用者が同時に異なる角度から見ても、
歩きながら見た場合でも、常に正面が表示されるため、これまでの一般的な表示では必ずあった見にくい角度や死角がな
く、全ての利用者が最も見やすい正面向きの表示で内容を確認できる。また、表示装置のサイズには制限がほとんどないため、
大規模イベント会場や駅・病院などの公共施設の案内や標識、文房具や玩具までの数多くのシーンでの活用が期待される。

産業技術総合研究所がどの方向からも画像が自分に向いているように見えるディスプレイを開発

IPA（独立行政法人情報処理推進機構）は、QuickTime for Windows の脆弱性対策について注意喚起を行った。2016 年 4 月 15 日、
動画再生ソフトウェア「QuickTime for Windows」に、2 件の未解決の脆弱性が JVN に掲載された。「QuickTime for Windows」
がインストールされたパソコンで、細工されたウェブサイトに意図せずアクセスしたり、細工されたファイルを再生することに
より、プログラムが異常終了したり、場合によっては攻撃者によってパソコンを制御されるなどの可能性がある。本脆弱性を悪
用した攻撃情報は確認されていないが、製品開発者による当該製品のサポートは既に終了しており、修正パッチは提供されてい
ない。そのため、当該製品の利用者は速やかにアンインストールを行い、代替製品の使用を検討してほしいと注意をしている。

ＩＰＡが「Ｑｕｉｃｋｔｉｍｅ ｆｏｒ Ｗｉｎｄｏｗｓ」 の脆弱性対策について注意喚起

㈱ NTT ドコモは、ドコモが提供する「家のあんしんパートナーⓇ」について、2016 年 7 月より子育て支援のサービスメニュー
追加やビジタープランの新設など、サービス内容を拡充するとともに、サービスブランドを「d リビング TM」に変更する。今
回のリニューアルに伴い、ジャパンベストレスキューシステム㈱が提供する暮らしをサポートするサービスメニューに、お子
様のお世話や送迎、外出先でのお預かりなどご要望にあわせて利用できるメニューを追加する。また、新たに提供する「d リ
ビング」のポータブルサイト及びアプリでは、これまで提供していた部屋のみまもり機能に加え、ご自宅の電力情報（料金や
使用量等）を確認できるようにするなど、家のモニター機能を拡充する。「家のあんしんパートナー」では月額利用料を伴う
会員プランのみを提供していたが、今回、鍵や水回りなど突然のトラブルにもすぐに対応できるよう、一部のメニューにおいて、
都度利用できるビジタープランを新設し、どなたでも緊急時のトラブルサポートサービスが利用できる。

ＮＴＴドコモがｄマーケットの新サービス「ｄリビング」を提供開始
～「家のあんしんパートナー」のサービスメニューを拡充し、「ｄリビング」にリニューアル～
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アスラテック㈱は、ソフトバンクロボティクス㈱の人型ロボット「Pepper」向けの遠隔操作システム「VRcon for Pepper」を
開発した。本システムは、インターネットに接続された Pepper を、離れた場所にあるスマートフォンやタブレット、パソコン
などのウェブブラウザやアプリケーションを使って、遠隔操作できるようにするものである。Pepper を動かすだけでなく、操
作用端末側の音声を Pepper で再生させたり、Pepper のカメラ映像やマイクからの音声を操作用端末で表示・再生させたりする
ことも可能である。また音声認識にも対応しており、操作用端末側で入力した音声をテキスト化し、Pepper の声で読み上げる
機能も備えている。Pepper と操作用端末との接続にはリアルタイムな双方向通信を実現する WebRTC 技術が使われているため、
大きな遅延のない、スムーズな遠隔操作が可能である。

アスラテックがＰｅｐｐｅｒをインターネット経由で遠隔操作するシステムを開発
～スマートフォンを利用したＰｅｐｐｅｒのテレプレゼンスなどが可能に～

サイバネットシステム㈱は、開発・販売・サポートするビッグデータ可視化ツール「BIGDAT@Viewer（ビッグデータビュー
アー）」を 2016 年 5 月 16 日から販売開始した。ビッグデータ解析には、大規模な専用システムやデータ分析の高度な知識を
持つデータサイエンティストなどの専門家が必要とされ、また専門家であっても多くの労力と時間が必要とされるが、本ツー
ルは、データサイエンティストでなくても簡単にビッグデータを可視化することができ、新しい知見の発見を支援するソフ
トウェアである。膨大な実験データや工場の機器ログなどが持つ様々な属性を使用してデータ間の類似性を MAP 化し、デー
タの全体構造を直感的に把握することで、属性間の相関の発見に結びつく「気づき」を得ることができる。

サイバネットシステムがビッグデータ可視化ツール「ＢＩＧＤＡＴ＠Ｖｉｅｗｅｒ」販売開始
～専門知識不要で高次元データの全体像を直感的に把握～

㈱内田洋行は、㈱学研ホールディングスのグループ会社、㈱学研教育アイ・シー・ティーと、小学校・中学校の 1 人 1 台タブレッ
ト PC 用のコンテンツ「Web 学習教材『要点まとめてチェック！』」を共同開発し、2016 年 5 月 17 日より内田洋行が運営する
教育用コンテンツ配信サービス「EduMall（エデュモール）」にて、全国の教育委員会、小中学校を対象にサービスの提供を開
始した。本システムは、学研グループが東京都品川区にて導入実績をもつ「ニューコース学習システム」の中から、主に先生
が一斉授業で活用するための「前時の振り返り」や「授業のまとめ」などのまとめ画面（要点整理カード）と、児童・生徒が
個別学習で復習に利用する映像教材（要点解説ムービー）を抽出している。また、内田洋行の教育用コンテンツ配信サービス

「EduMall」で配信する形態としたことで、タブレット PC へのインストールの必要なく、電子黒板での一斉授業やタブレット
端末での個別学習など様々な場面を想定して開発されている。

内田洋行が学研グループと１人１台タブレットＰＣ用教材「Ｗｅｂ学習教材『要点まとめてチェック！』」を
共同開発　～教育用コンテンツ配信システム「ＥｄｕＭａｌｌ」で提供開始～

NEC は、PC 利用時における強固なセキュリティ対策として、生体認証 PC ログオンソフトウェア製品 2 種「指ハイブリッ
ド認証ログオン」「NeoFace Monitor」を強化し、販売開始した。本強化では、従来の指紋・指静脈認証や顔認証とパスワード
を組み合わせることで、PC ログオン時の認証強度を高める二要素認証を実現する。「指ハイブリッド認証ログオン」は、指紋
および指静脈の両方の生体情報とパスワードを組み合わせ、PC ログオン時の二要素認証を実現する製品である。PC からマイ
ナンバー等の重要情報にアクセスするなど、高セキュリティが求められるシステム環境での PC 利用者の厳格な本人認証に適
している。また「NeoFace Monitor」は、顔認証とパスワードを組み合わせ、PC ログオン時の二要素認証を実現する製品である。
ログオン時の認証に加え、ログオン中も一定間隔で顔認証を行う常時監視機能により、作業中の利便性や操作性を損なわずに
利用者を特定できるため、共用端末などでの PC の不正利用の防止に適している。

ＮＥＣが生体認証ＰＣログオンソフトウェア製品２種を強化　二要素認証の機能を新たに提供開始
～マイナンバー対応など強固なセキュリティ対策を実現～

サイバートラスト㈱は、インタープラン㈱との協業により、ビーコンメッセージの電子署名・電子証明書を検証することにより、
不正なビーコン信号を排除することが可能になるトラステッドビーコンを提供することを発表した。ビーコンは、スマートフォンと
連動し屋内の位置測位などに威力を発揮するが、ビーコンの発信する信号＝メッセージは容易になりすますことができることから、
ビーコンの真偽を容易に判別する方法が求められていた。トラステッドビーコンは、ビーコンの発信するメッセージに電子署名を付
加し、アプリケーションがその電子署名を検証することで、メッセージ改竄やなりすましビーコンのメッセージを排除でき、より信
頼性が高く安全なビーコンの利活用を実現するものである。ビーコンの電子署名の有効性は、Web Trust 制度の監査を受けたサイバー
トラストのセキュア IoT プラットフォーム認証局が失効情報を管理することから、ビーコンのメッセージは高い信頼性が付与される。

サイバートラストとインタープランが協業
～ビーコンが発信するメッセージを電子署名するトラステッドビーコンを提供開始～

アンドール㈱は、楽しく遊び感覚で使える 3D モデル作成ソフト「ぶろっくめーかー」の最新版を 2016 年 7 月より発売する。
本ソフトは、幼児向けの 3D モデラーで、簡単で楽しく遊び感覚で使える 3D モデル作成ソフトである。対象年齢は 5 歳からで、
年齢の低い子供から利用できるように設計されている。最新版の本ソフトは、世界 50 カ国以上の子供たちや、保護者、先生
たちが利用するクリエイティブに特化したソシャールメディアプラットフォーム「Creatubbles（クリエイタブルズ）」と連動
し、自分が作成した 3D 作品をそのまま Creatubbles を通じて、グローバルに公開できるようになる。

アンドールが幼児向け３Ｄソフト「ぶろっくめーかー」最新版を７月より発売
～ものづくりの未来のために “３Ｄネイティブ ”な技術者育成～
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特集

第62回定時総会模様
　一般社団法人情報通信設備協会（本部）の第 62 回
定時総会は、6 月 9 日（木）に東京都港区芝公園のメ
ルパルク東京で開催されました。日本列島は関東甲
信越地方で梅雨入りし、朝方は雨模様でしたが、お
昼前には雨も上がり会場には大勢の会員にご出席い
ただき、定刻の午後 3 時に総会が始まりました。
　総会の冒頭、司会者の藤田義明理事（東海）から、
出席会員数は、当日出席者数 68 名、委任状提出者数
416 名、計 484 名で、定款 17 条第１項の規定により
総会の定足数を満たしているので本総会は成立する
との報告があり、吉本幸男理事（関西）の開会挨拶、
大木一夫会長の挨拶に続いて、定款 15 条の規定によ
り井上剛毅理事長が議長となって、次のとおり各議
案を審議しました。

（1）議事録署名人の選出について
　定款 19 条第 2 項の規定により、本総会議事録は議
長のほか議事録署名人 2 名を選出することになって
いるため議長が諮ったところ、議長に一任されて井
上新一理事（東海）と藤田義明理事（東海）の 2 名
を指名した。

（2）「第１号議案　平成 27 年度事業報告」、「第 2 号
議案（1）平成 27 年度決算報告「第 2 号議案（2）
平成 27 年度監査報告書」について

　「第 1 号議案」、「第 2 号
議案（1）（2）」にはそれ
ぞれ関連するため、一括
して山内明専務理事が議
案書に基づき詳細に説明
した後、福島和義監事が
監査結果報告を行い、議
長が議場に諮った結果、
異議なく承認議決された。

（3）「第 3 号議案　平成 28 年度事業計画」、「第 4 号
議案　平成 28 年度収支予算計画」について

　「第 3 号議案」、「第 4 号
議案」はそれぞれ関連す
るため、一括して山内明
専務理事が議案に基づき
詳細に説明し、議長が議
場に諮った結果、異議な
く承認議決された。

議事を進める
井上理事長

司会の藤田理事

吉本理事の開会挨拶

大木会長の挨拶

福島監事の監査結果報告

議案の説明をする山内専務理事
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（4）「第 5 号議案　役員の選任」について
　「第 5 号議案」について、山内明専務理事が議案書
に基づき、平成 28 年 5 月 25 日開催の平成 28 年度第
1 回理事会で選任された、理事 18 名、及び補欠理事
7 名、監事 3 名を選任したい旨の説明をした後、議長
が議場に諮った結果、異議なく承認議決され、議案
審議を終了した。なお被選任者は全員即時就任を承
諾した。

（5）平成 28 年度第 2 回理事会の開催
　議案審議終了後、別室において平成 28 年度第 2 回
理事会を開催し、第 62 回定時総会において理事 18
名が選任されたことに伴い、定款 21 条の規定により
理事会において、会長、理事長、副理事長、専務理
事を選出の通り承認議決され、詳細を議場に報告した。

（6）会長表彰及び感謝状贈呈
　全議事終了後、10 年以上役員として協会業務の円
滑な運営に尽力している、渡邊幸二氏（関西地方本
部）、大前良平氏（関西地方本部）を会長表彰すると
ともに、この度理事を退任した井上剛毅氏（前理事
長）、長田修一郎氏（前副理事長）、木村清高氏（関
東地方本部幹事）、山田恭郎氏（東海副本部長）、田
中優治氏（北陸地方本部長）、新矢邦彰氏（四国地方
本部）、早川幸廣氏（北海道地方本部長）、福島和義
氏（関東地方本部監事）、立川昭二氏（九州地方本部）
の 9 名に、これまでの協会活動の功績に対して会長
から感謝状が贈呈され、感謝状贈呈者を代表して井
上前理事長が謝辞を述べられた。

　最後に嶋田泰嗣理事（北陸地方本部長）が閉会の
挨拶を行い、第 62 回定時総会をすべて終了した。

総会模様

協会役職 氏名 所属組織 勤務先
○ 会  長 大木　一夫 本部 （一社）情報通信設

備協会
○ 理事長 大輪　堅一 本部 富士ネットシステム

ズ株式会社
○ 副理事長 栩谷　晴雄 関西地方本部 大和電設工業株式会社
○ 副理事長 井上　新一 東海地方本部 第一電話設備株式会社

専務理事 山内　　明 本部 （一社）情報通信設
備協会

理 事 今井　秀昭 関東地方本部 東邦通信工業株式会
社

○ 理 事 長谷川 浩正 関東地方本部 日興テクノス株式会社
理 事 松山　　仁 関東地方本部 日本通信設備株式会

社
理 事 髙瀬　幸雄 関東地方本部 埼玉アンテナシステ

ム株式会社
理 事 樋口　正仁 信越地方本部 双峰通信工業株式会

社
○ 理 事 藤田　義明 東海地方本部 株式会社 TTK
○ 理 事 嶋田　泰嗣 北陸地方本部 株式会社ほくつう

理 事 吉本　幸男 関西地方本部 エフビットコミュニ
ケーションズ株式会社

○ 理 事 江角　　優 中国地方本部 株式会社ソルコム
○ 理 事 山本　　健 四国地方本部 剣通信工業株式会社
○ 理 事 阿部　准定 九州地方本部 九州沖通信機株式会社

理 事 竹内　　聰 東北地方本部 東日本通信機器株式
会社

○ 理 事 渡辺　敏郎 北海道地方本部 北第百通信電気株式
会社

○ 監 事 平野　　毅 本部 平野公認会計士事務所
○ 監 事 宮川　欣丈 関東地方本部 宮川電気通信工業株

式会社
○ 監 事 平塚 富美男 東北地方本部 株式会社コムワン

○印は新任

■選任された本部役員

大木会長の新役員
代表挨拶

謝辞を述べる
井上前理事長

嶋田理事の閉会挨拶
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第６2回定時総会懇親パーティー模様
　情報通信設備協会の定時総会懇親パーティーは、第 62
回定時総会終了後の 6 月 9 日（木）午後 5 時 30 分から、
東京都港区芝公園のメルパルク東京において開催し、会
員の皆様をはじめとして、日頃ご指導ご鞭撻をいただい
ております総務省総合通信基盤局長　福岡 徹様、関連団
体、通信事業者、メーカー、賛助会員の方々など、多数
のご来賓の皆様にご出席いただき、盛大に開催いたしま
した。
　大木会長及び大輪理事長の挨拶に続いて、ご来賓を代
表して総務省総合通信基盤局長　福岡　徹様にご挨拶を
いただき、（一社）情報通信エンジニアリング協会会長 
石川國雄様の乾杯のご発声を合図に、賑やかに懇親パー
ティーがスタートいたしました。

日　　時　平成 28 年 6 月 9 日（木）　午後 5 時 30 分～
場　　所　メルパルク東京　5F　瑞雲の間

　（敬称 : 略） 
進行次第　司会 　理事 　　　今井　秀昭
　　　　　協会挨拶　会長 大木　一夫
　　　　　 　理事長　 大輪　堅一
　　　　　来賓挨拶　総務省 総合通信基盤局長
 福岡　　徹
　　　　　乾杯 　（一社）情報通信エンジニアリング協会 

　会長  石川　國雄
　　　　　中締め　　副理事長 　　　栩谷　晴雄
　　　　

（1）情報通信設備協会 会長　大木　一夫　ご挨拶
本日は大変ご多用の中、総務省の福岡総合通信基盤局

長様、情報通信エンジニア協会の石川会長様、NTT コミュ
ニケーションズの舩橋副社長様をはじめ多数のご来賓の
方々にご出席を賜り誠にありがとうございます。
　私は、先ほどの総会、理事会で引き続き会長に選任さ
れました大木でございます。どうかよろしくお願いいた
します。
　ICT の世界は、今やあらゆるものがインターネットに
つながる「IoT の時代」を迎え、様々なセンサとクラウド、
ビッグデータ、人工知能等技術が融合し、自動運転やロ
ボットをはじめとした新たなサービスや新たな社会を生
み出そうとしています。

また、このような変化にあわせ、お客様のニーズもネッ

トワーク・端末・アプリケーション等をそれぞれ個別に
専門化するのではなく、これらを一体に、セキュリティ
やユーザサポートまでを含めパッケージ化したワンス
トップのサービスを求めるものになりつつあります。
　さらに、少子高齢化のもと、国が推進する地方創生や
一億総活躍社会の実現においては、サービスの向上、生
産性の向上、雇用の創出等に ICT の活用は欠くべからざ
るものとなっております。

このような環境変化は、他産業分野からの参入も含め
厳しい競争を生み出す一方、ビジネス分野の拡大という
新たなチャンスを生み出すものであります。

永年、地域のお客様とともに歩み、安心と信頼のサー
ビスを提供することをモットーしてきた当協会としては、
この環境変化を厳しいながらも大きなチャンスの時とと
らえ努力していきたいと考えております。

そのために新しい技術に対応した人材の育成、他社に
負けないきらりと光る強みの獲得、お客様ニーズに対応
するための良きパートナーシップやコラボレーション等
に積極的に取り組んでいく所存でありますので、ご来賓
の皆様をはじめご出席の皆様には、引き続きのご支援ご
協力をどうかよろしくお願い申し上げます。

最後になりますが、ご出席の皆様の益々のご健勝とご
発展を祈念いたしまして私からの挨拶とさせていただき
ます。

ありがとうございました。

（2）情報通信設備協会　理事長　大輪 堅一　ご挨拶
　本日開催の定時総会および理事会に於きまして、井上
前理事長の後任として理事長に就任しました大輪でござ
います。
　甚だ微力ではございますが、前理事長をはじめ緒先輩
方が築き上げてこられた実績と信頼を踏まえ、更なる協
会発展のために鋭意努力を重ねて参ります。皆様方のご
指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
　さて、わが国の経済は、先週発表された上場企業の前
年度決算によりますと、輸出を中心とした一部の企業で
は増益となったものの、鉄鋼業では 50％の減益、非鉄金
属でも 30％の減益となり、大手商社が赤字に転落する
など、業種、業態による斑模様の決算発表となりました。
その減益要因は、中国経済の失速や為替変動、資源価格
の急落などによるもので、特に円／ドル為替はこの 1 年

懇親会模様

大木会長の挨拶
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間で 20 円前後も乱降下しており、アベノミクス効果も今
ひとつ経済活動に波及されず、産業界全体に大きな影響
力を及ぼしました。
　こうした経済情勢の先行き不透明の中、政府は 4 月の
産業競争力会議で 10 項目に及ぶ「次期日本再興戦略」を
打ち出しました。中でも ICT 関連では、重点施策を「人
工知能を利用したインダストリー 4.0（第 4 次産業革命）」
とし、高度な IT 技術を持つロボットを中小企業 1 万社へ
の導入促進や、空飛ぶ IoT と呼ばれるドローンでの配送
を 3 年以内に実現することなど、多くの予算が盛込まれ
ております。日本再興戦略をチャンスとして捉え、情報
通信業界や会員企業の経営状態が好転することを大いに
期待しております。
　最近のデジタルテクノロジーの急速な発展は、私ども
の生活スタイルをより豊かで便利にするとともに、社会
構造全体にいままでにない大きな影響力をもたらし、人々
の働き方を変えつつ新たな市場やビジネスが生まれ、業
種や業界を越えた連携がますます加速することでしょう。
　当協会もこのような激動の時代を的確に捉え、賛助会
員の皆様をはじめ通信事業者の皆様と更なる連携を深め、
新たなビジネスの創出や人材育成に取組むとともに、常
に変化に挑戦し快適で安心できるネットワーク社会づく
りに、全国 10 箇所の地方本部 640 社の会員企業が一体と
なって貢献し提供して参ります。
　皆様、今までにも増してより一層のご支援を賜ります
ようよろしくお願い申し上げまして私のご挨拶とさせて
頂きます。
　本日はありがとうございました。

（3）総務省　総合通信基盤局長　福岡 徹 様　
　ご来賓挨拶
　総務省総合通信基盤局長の福岡でございます。大木会
長をはじめ、会員、ご列席の皆様方には、常日頃から情
報通信行政に対して、多大なご理解とご協力をいただい
ており、御礼申し上げます。
　また、先般の熊本地震により被災された方々には、心
からお見舞い申し上げるとともに、復旧対応にご尽力を
頂いております皆様には、この場をお借りして御礼申し
上げます。
　総務省では、2020 年代に向けて、我が国が誇る世界最
高水準の ICT 基盤を更に普及・発展させ、経済活性化、
国民生活の向上を実現するための取組を進めています。
　先月 21 日に施行された改正電気通信事業法においては、

NTT 東西が提供する光回線の卸売サービスに関する制度
整備も行っています。これにより、異業種の新規参入等
による多様なサービス展開や光回線の利用率の向上が期
待されます。
　また、昨今、あらゆるモノがインターネットにつながり、
そこで生まれる多様で膨大なデータを利活用することに
より、新しい価値やサービスが創造される「IoT ／ビッ
グデータ時代」へと大きく変化しようとしています。
　総務省としても、来る「IoT ／ビッグデータ時代」に
向け、新たな投資や雇用を促す施策や次世代人工知能な
どの研究開発に取り組むとともに、新たな IoT サービス
の創出支援や実践的なサイバーセキュリティ演習を行う
ことができるよう、今国会において所要の法律案を提出
し、先月成立したところです。今後、IoT 推進に向けた
取組を更に加速してまいりたいと考えております。
　貴協会の皆様におかれましては、利用者側の通信設備
を構築・支援する立場として、これまで情報通信産業の
発展をけん引されてきたことと思います。
　「IoT ／ビッグデータ時代」の到来は、様々な物がネッ
トワークにつながり、これまでにない新たな通信サービ
スが創出されることが期待されますが、その実現には、
利用者の多様なニーズへのマッチングが重要となります。
　電気通信事業法の言葉で言い換えますと、新たな電気
通信役務の登場に対して、今まで以上に利用者のニーズ
毎に多様な端末設備が存在する環境となり、利用者側の
通信設備を構築・支援する立場として、新たなビジネス
チャンスが発生するとも捉えることができます。
　こうした変化を捉え「IoT ／ビッグデータ時代」の中
核を担う立場として、日本の ICT 基盤の発展、ひいては
経済活性化に貢献していただけますことを期待しており
ます。
　最後になりますが、協会の今後益々のご発展と、本日
ご列席の皆様のご健勝を祈念いたしまして、私の挨拶と
させていただきます。

大輪理事長の挨拶

ご来賓の福岡 
総務省総合通信基盤
局長

情報通信エンジニア
リング協会 
石川会長の乾杯の
ご発声
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4G ベースの新たな無線システム ｢MulteFire」が商
用化に向けて動き出している。
　MulteFire は､ 無 線 LAN な ど で 使 わ れ て い る
5GHz 帯の免許不要帯域（アンライセンスバンド）向
けの LTE/LTE-Advanced だ。昨年 6 月にクアルコム
が構想を発表。クアルコムとノキアを創立メンバー
として 12 月には推進団体 ｢MulteFire アライアンス」
も発足し、エリクソン、インテルをボードメンバー
に加えて､ 技術仕様の策定を始めている。
　5GHz 帯は､ 他の無線システムと帯域を共用する
ための技術条件を満たしていると認証された機器で
あれば、無線局免許を受けずに自由に利用できる。 
MulteFire アライアンスでは、この 5GHz 帯の技術基
準に適合した 4G 仕様を策定することで､ 携帯電話事
業者だけではなく、多様な企業が 5GHz 帯を使って
4G の設備を構築 ･ 運用できる世界の実現を目指して
いる。

5GHz 帯 を 4G で 利 用 し よ う と い う 技 術 は、
MulteFire が 初 め て で は な い。 こ の 春、3GPP リ
リース 13 で規格が固まった LAA（License Assisted 
Access）と、北米や韓国などで商用化が見込まれて
いる LTE-U（LTEUnlicensed）の 2 つがすでに存在
している。
　多くの国では、5GHz 帯に 500MHz 幅前後の広い免
許不要帯域が設定されているが､ LAA/LTE-U はこ
の帯域を 4G で利用して急増するモバイルデータトラ
フィックに対処することを狙っている。日本で携帯
電話に使われている周波数（BWA を含む）を全部合

わせても約 740M Hz 幅なので、実用化されればイン
パクトは大きい。
  では、MulteFire は LAA/LTE-U と何が異なるのか。
クアルコムジャパンで標準化担当部長を務める城田
雅一氏はその決定的な違いについて、｢MulteFire で
は通信制御を含むすベてのオペレーションを 5GHz
帯で完結させられる」と説明する。
　LAA/LTE-U は､ 他の 4G の周波数帯（ライセンス
バンド）とキャリアアグリゲーション（CA）を組み、
通信制御をライセンスバンド側で行う形をとる。こ
のため、携帯電話事業者以外には活用できない。

一方､ MulteFire は誰でも 5GHz 帯を用いて 4G の
設備を構築 ･ 運用できるのである。

■まずデータオフロードで
MulteFire の主要なユースケースとして想定されて

いるのは、まず携帯電話トラフィックのオフロード
だ。携帯電話事業者は、トラフィックの増大による
速度低下やつながりにくさを解消するため、スマー
トフォンなどの通信を無線 LAN などに迂回させる施
策に注力している。その一環として公衆無線 LAN 事

業界特集

LTE/LTE-Advanced網を、携帯電話事業者でなくても構築できる―。
免許不要で使える5GHz帯向けの4G技術が｢MulteFire｣だ。この新技術はどのように使われることになるの
だろうか。

◎藤井　宏治（IT通信ジャーナリスト）

4Gの高パフォーマンスを無線 LANの手軽さで
免許不要で使える LTE「MulteFire」

（図表）MulteFireのコンセプト

クアルコムジャパン
標準化担当部長
城田雅一氏
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業者や商業施設が整備した無線 LAN 設備を共用する
取り組みが広く行われており、携帯電話事業者から
支払われる設備利用料は､ 公衆無線 LAN 事業者の主
たる収入源の 1 つになっている。この無線 LAN 設備
を、より高いパフォーマンスを期待できる MulteFire
に置き換えようというのである。
　4G は周波数利用効率が高く、高度な干渉回避技術
により基地局（AP）を高密度に配置することができ
る。このため、MulteFire では現行の無線 LAN より
格段に大容量なネットワークを構築でき、数多くの
来場者であふれるイベント会場やスタジアムなどの
トラフィック対策に効果的だ。
　AP 間のハンドオーバーを円滑に行えることや、コ
アネットワーク（EPC）を接続することで携帯電話
事業者のネットワークとシームレスな運用ができる
ことも、MulteFire の大きな利点となる。
　前述の LAA/LTE-U もこうした目的に利用でき
るが､ 携帯電話事業者が自らネットワークを整備す
る必要がある。設置場所の確保などの労力が必要だ。
これに対して MulteFire の場合､ 無線 LAN による
トラフィックオフロードと同じビジネススキームで、
5GHz 帯での 4G ネットワーク整備を進められる可能
性があるのだ。

■大学やCATV事業者も期待
MulteFire は、無線 LAN と同様に自営の無線通信

設備として用いることもできる。
MulteFire アライアンスでは、こうした利用形態を

想定して､ MulteFire 内に閉じた通信では SIM を装
着しないデバイスも接続可能にすることを検討して
いる。
　自営無線設備として MulteFire を採用するメリッ
トの 1 つは､ 4G で規格化されている高度なサービ
ス機能を利用できる点だ。例えば 3GPP リリース
12/13 で標準化された eMBMS（evolved Multimedia 
Broadcast/Multicast Service）を活用すれば､ 会場内
の観客すべてに同一の映像プログラムを一斉配信す
る放送型のサービスを提供できる。
　一般的な 4G 端末と同等の 200mW と、無線 LAN
デバイス（10mW）よりも出力を高くとることが想定

されているのも利点の 1 つだ。 5GHz 帯の無線 LAN
を活用して屋外ネットワークを構築するケースが大
学や商店街などで増えてきているが､ 無線 LAN より
も MulteFire のほうがカバレッジの広いネットワー
クを作りやすい。
　ISP や CATV 事業者が MulteFire を使って、固定
無線ブロードバンドサービスを提供することも期待
されている。また、MVNO が携帯電話網に加えて、
MulteFire の設備も借り、自社の MVNO サービスを
強化するといった展開も考えられる。
　｢4G の高いパフォーマンスを無線 LAN のような手
軽さで利用できる」というコンセプトを MulteFire
アライアンスは掲げているが、そのメリットを活か
したユースケースは他にもいろいろあるだろう。

■実用化は2018年以降
ただ、無線 LAN と比べれば、やはり用途は限定さ

れる。
城田氏がその理由の 1 つとして挙げるのが､ 携帯

電話事業者の 4G ネットワークと同様､ MulteFire で
は AP を EPC と接続して運用する必要があることだ。
PC 上で稼働する仮想化 EPC や EPC の機能を提供す
るクラウドサービスなどの利用により、商店などの
小規模事業所でも利用可能にすることが想定されて
いるが､ 家庭の無線 LAN 代わりに使えるものにはな
りにくい。
　対応端末も当初は 4G と 5GHz 帯の無線 LAN の通
信機能を内蔵したスマートデバイスに限定されると
見られ､ 用途もそれを前提に考えざるを得ない。
　実用化時期は、各国の規制に左右されることにな
る。 MulteFire や LAA は日本や欧州で求められてい
る干渉回避技術（LBT ： Listen Before Talk）をサポー
トしているが、日本の技術基準は、無線 LAN の利
用を前提に作られている。このため、国内での利用
には省令（端末設備規則）の改正が必要と見られて
いる。情報通信審議会の検討スケジュールを考慮す
ると、MulteFire/LAA の日本での実用化は早くても
2018 年以降になりそうだ。。

（出典：テレコミュニケーション May 2016）

モバイルワールドコングレス2016でク
アルコムが公開した MulteFireのデモ
無線 LANとの帯域共用が可能であること
がシュミレーションされている
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新製品・新サービス

新機能の ｢GPS Punch! 写真管理｣ 機能は、スマートデバイスで撮影した写真と地図情報を紐づけ、クラウド上
で写真管理ができる機能です。物件ごとの写真管理はもちろん、物件 ･ 工程 ･ 部位ごとの自動仕訳が可能になるこ
とから、1 物件あたり 1,000 ～ 3,000 枚の大量の工事写真撮影を行う戸建住宅、不動産、建設、マンション、住宅設
備業界などでの写真の仕分け作業時間や、報告書の作成時間の大幅な削減を実現します。このことによって現場監
督は、写真管理作業の効率化がなされ、現場巡視
業務による安全管理の時間を増やすことができる
とともに、残業時間の削減をすることができます。
写真データは地図情報と連動しているため、エビ
デンスデータとしてもご活用いただけます。

また、クラウド上での写真管理を行うため、会
社を跨いだ組織間での写真共有をすることができ、
業務の効率化、顧客満足度の向上につなぐことが
可能となります。

■機能特長①：写真データ×地図情報で工事写
真の仕分け時間を大幅削減

　スマートデバイスで撮影した写真データは、位
置情報に加えて物件、工程、部位等のカテゴリ情
報と合わせてクラウド上に保存することができま
す。撮影時に写真にカテゴリ情報を付与しクラウ
ド上に写真が自動的に仕分けされるため、利用者
は写真仕分け業務の負担から解放されます。

■機機能特長②：全社内の現場情報の見える化・共有化
　スマートデバイスで撮影した写真を含む現場情
報は、クラウド上で保存され、どこからでもアク
セスが可能になります。このことによって、組織
を跨いだ情報共有が可能となり業務の効率化およ
び ROI の向上に繋げることができます。

■「写真管理機能」提供価格
料金：年額 60,000 円 /10ID 120GB 迄（税別）
※ ｢GPS Punch! 写真管理｣ 機能を利用するためには、事前に ｢GPS Punch!｣ へのお申込みが必要となります。
※ ios 版のみのリリースとなります。 Android 版の提供は 2016 年 6 月頃を予定しております。
※機能の詳細について：https://gps-punch.jp/contents/photomanage

■お問い合わせ先
レッドフォックス株式会社
GPS Punch!　事業部
TEL：03-5341-4433

レッドフォックスが地図連動型ビジネスクラウドサービス「GPS Punch!」
の新機能として「GPS Punch!写真管理」機能を提供開始

～現場巡視業務支援で安全管理の時間を増やす～
レッドフォックス株式会社は、地図連動型ビジネスクラウドサービス「GPS Punch!」の新機能として「GPS Punch!
写真管理」機能を提供開始しました。
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地方本部 　総会・懇親会報告

北海道

日程 平成 28 年 5 月19日（木）
時間

総会　　　　　16 時 30 分～ 17 時 10 分
永年勤続表彰　17 時 15 分～ 17 時 25 分
懇親会　　　　17 時 30 分～ 19 時 00 分会場 ホテルノースシティ（札幌市中央区南9条西1丁目）

■第 62 回北海道地方本部定時総会
　第 62 回定時総会は札幌市中央区のホテルノースシティで
開催し、第 1 号議案から第 5 号議案まで審議を行い、満
場一致で承認されました。
　役員改選においては、新本部長として渡辺敏郎氏（北
第百通信電気株式会社　代表取締役社長）が選任されま
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
1．定数 27 名　出席者 11 名　委任状 16 名
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 27 年度　事業報告承認の件
第 2 号議案　平成 27 年度　収支決算報告　
　　　　　　監査報告の件
第 3 号議案　平成 28 年度　事業計画（案）承認の件
第 4 号議案　平成 28 年度　収支予算（案）承認の件
第 5 号議案　役員選任の件

■平成 28 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続表彰は、協会本部の業務運営規程に基づき、
勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、3 社 5 名が受賞さ
れました。
　北海道地方本部早川　幸廣元本部長より表彰状と記念
品が授与された後、受賞者を代表して北第百通信電気株
式会社　高松　徹氏より謝辞が述べられました。

■平成 28 年度定時総会懇親会
　司会　　　　事務局長　　笹原　弘志
　本部長挨拶・乾杯　　　　渡辺　敏郎
　自己紹介（各自持回り）
　中締　　　　副本部長　　酒井　康彦
　　　　　　　　　　　　　（都築電気北海道支店長）

　懇親会は 16 名が参加し、少人数ながら和気あいあいの
雰囲気の中で行われました。

信越

日程 平成 28 年 5 月18日（水）
時間

総会　　　　　15 時 00 分～ 16 時 00 分
勉強会　　　　16 時 15 分～ 17 時 45 分
懇親会　　　　18 時 00 分～ 20 時 00 分会場 ラングウッド新潟（新潟県新潟市中央区笹口 1-1）

■第 62 回信越地方本部定時総会
　第62回定時総会は新潟市中央区ラングウッド新潟で開催
し、第 1 号議案から第 5 号議案まで審議を行い滞りなく議
案審議が了承されました。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
1．定数　会員数　10 名　出席者 9 名　委任状 1 名
2．議事　　　　

第 1 号議案　　平成 27 年度事業報告
第 2 号議案　　平成 27 年度収支決算及び監査報告
第 3 号議案　　平成 28 年度事業計画（案）　　　　
第 4 号議案　　平成 28 年度収支予算（案）
第 5 号議案　　役員改選の件
その他

■平成 28 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に
基づいて、会社に引き続き20 年以上勤務し、勤務成績優
秀な方 を々表彰するもので、2 社 6 名が受賞されました。
　表彰は各社に持ち帰り、各社の代表者から受賞者に表
彰状と記念品が授与されました。

■平成 28 年度勉強会
　毎年総会終了後に企画している勉強会には 32 名の参加
者が集まり　現在最も関心の高い「無線ＬＡＮソリューション」
と題して行われました。熱心な質疑応答もあり、第 2 弾を7
月下旬に開催することにしました。

講演会
　　演題　「無線 LANソリューション 
                        安心して利用できるWi-Fi」
　　講師　情報セキュリィティーマネジメント株式会社　
　　　　　　　　　　執行役員　　松尾　徹　氏

懇親会次第
司会　　　　　幹事　　　　　　河内康志　様
本部長挨拶　　本部長　　　　　樋口正仁　様
乾杯の音頭　　幹事　　　　　　櫛谷　努　様
中締め　　　　副本部長　　　　小口智之　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

総会会場風景
懇親会会場風景
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東北

日程 平成 28 年 5 月18日（水）
時間 総会　　　　　15 時 00 分～ 16 時 30 分

懇親会　　　　16 時 30 分～ 18 時 30 分会場 ハーネル仙台
（宮城県仙台市青葉区本町 2 丁目12-7）

■第 62 回東北地方本部定時総会
　第 62 回定時総会は仙台市内のハーネル仙台で開催しま
した。
　19 社 28 名の参加があり盛況に開催致しました。
　竹内本部長の挨拶の後に、第 1 号議案から5 号議案の
審議をお願い致しました。
　提案事項と新役員が了承されました。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
1．定数　会員数 33 名　出席者 19 名　委任状 10 名
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 27 年度事業報告
第 2 号議案　平成 27 年度決算報告
第 3 号議案　同上　監査報告
第 4 号議案　平成 28 年度事業計画（案）
第 5 号議案　平成 28 年度収支予算（案）
その他　　　役員改選の件

　議事終了後、新役員と新会員の紹介があり、閉会となり
ました。今年度は永年勤続表彰はありませんでした。
　28 年度の事業計画で一昨年より開催しておりました、情
報交換会（年 3 回）及び親睦ゴルフコンペ（年 2 回）の
継続も了承をいただきました。
　当地方本部主催の工事担任者試験対応セミナー開催も
持ち出しをしない受講者数の確保を前提とし了承されました。

■懇親会
　4 月より監事を引き受けていただきました沖ウィンテック㈱東
北支店　阿部支店長の乾杯の音頭で始まり、新役員、㈱
コムワン　平塚社長及びサンテレホン㈱仙台営業所　御園
生所長と新会員安積電気通信興業㈱仙台営業所　星所
長のご御挨拶をいただきました。
　最後の〆は今年度で退任される㈱高文仙台営業所　浦
川所長にお願いしお開きとなりました。

関東

日程 平成 28 年 5 月23日（月）
時間

総会　　　　　14 時 30 分～ 15 時 45 分
永年勤続表彰　16 時 00 分～ 16 時 30 分
懇親会　　　　17 時 00 分～ 18 時 15 分会場 メルパルク東京（東京都港区芝公園 2-5-20）

■第 61 回関東地方本部定時総会
　第 61 回定時総会は東京都港区のメルパルク東京で開催
し、第 1 号議案から第 5 号議案まで審議を行い滞りなく議
案審議が了承されました。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
1．定数　会員数　241 名　出席者 54 名　委任状 114 名
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 27 年度事業報告
第 2 号議案　平成 27 年度収支決算報告・監査報告
第 3 号議案　平成 28 年度事業計画（案）
第 4 号議案　平成 28 年度収支予算（案）
第 5 号議案　役員選任の件
その他

■平成 28 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に
基づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上
勤務し、勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、15 社 30
名が受賞されました。
　協会本部の代理として、関東地方本部の今井本部長が
お祝いの言葉を述べられたあと、受賞者を代表して、英工
電機株式会社 小貫裕幸様に表彰状と記念品が授与されま
した。

■平成 28 年度定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております総務省関東総
合通信局　情報通信部 部長の須田秀晴様、協会本部の
大木会長を始め、通信事業者やメーカーなどの関係業界や
関係団体のご来賓の皆様や多数の会員企業の皆様に出席
していただきました。今井関東地方本部長の挨拶、ご来賓
の皆様のご挨拶に続いて協会本部　井上理事長の乾杯の
音頭によって、賑やかに懇親会が行われました。

懇親会次第
司会　　　副本部長　　　　　　　　長谷川浩正
本部長挨拶　本部長　　　　　　　　　今井　秀昭
来賓挨拶　総務省関東総合通信局
　　　　　情報通信部　部長　　　   須田　秀晴 様
　　　　　情報通信設備協会　会長　　大木　一夫 様
　　　　　情報通信設備協会　理事長　井上　剛毅 様
中締め　　副本部長　　　　　　　　松山　仁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

総会・永年・懇親会詳細は、関東HP【平成28年6月発行イベント報告No.2】に掲載しています。 http://kanto.itca.or.jp

総会会場風景

総会会場風景 永年勤続従業員表彰式
懇親会会場風景



18

東海

日程 平成 28 年 5 月26日（木）
時間

総会　　　　　14 時 30 分～ 16 時 30 分
永年勤続表彰　16 時 30 分～ 17 時 00 分
懇親会　　　　17 時 00 分～ 19 時 00 分会場 ホテルグランヴェール岐山（岐阜市柳ヶ瀬通 6-14）

■第 62 回東海地方本部定時総会
　第 62 回定時総会は（岐阜市柳ヶ瀬通のホテルグラン
ヴェール岐山で開催し、第１号議案から第５号議案まで審
議を行い滞りなく議案審議が了承されました。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．定数　会員数　69 名　出席者 26 名　委任状 27 名
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 27 年度事業報告
第 2 号議案　平成 27 年度収支決算報告
第 3 号議案　平成 27 年度会計監査報告
第 4 号議案　平成 28 年度事業計画
第 5 号議案　平成 28 年度収支予算
第 6 号議案　役員選任の件
その他

■平成 28 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に
基づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上
勤務し、勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、4 社 7 名
が受賞されました。
　協会本部の代理として、東海地方本部の井上本部長が
お祝いの言葉を述べられたあと、受賞者を代表して、㈱ＴＴ
Ｋ様の林博樹様に表彰状が授与されました。また、地方本
部長表彰として、6 社 16 名が受賞され受賞者を代表して、
総合電気通信㈱様の岩田高幸様に表彰状が授与されまし
た。

■平成 28 年度定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております東海地方本部
の多数の会員企業の皆様に出席していただきました。井上
東海地方本部長の挨拶、役員の皆様のご挨拶に続いて懇
親会あいさつを宮﨑幹事による乾杯の音頭によって、賑やか
に懇親会が行われました。

懇親会次第
司会　　　　　　　　　　　　　大島　事務局長
本部長挨拶　 　　　　　　　 　 井上　本部長　
懇親会挨拶　 　　　　　　　 　 宮﨑　幹事  
中締め　　　　　　　　　　　　石田　拡氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

総会模様 表彰授与模様

関西

日程 平成 28 年 5 月18日（水）
時間

総会　　　　　　　　14 時 00 分～ 15 時 45 分
退任役員表彰式　　　15 時 50 分～ 16 時 20 分
従業員表彰式　　　　16 時 30 分～ 16 時 50 分
従業員祝賀・懇親会　17 時 00 分～ 18 時 15 分会場 中央電気倶楽部 2 階 215 号室

（大阪市北区堂島浜 2-1-25）
■第 62 回関西地方本部定時総会
　第 62 回定時総会を大阪市北区の中央電気倶楽部で開
催し、第 1 号議案から第 4 号議案まで審議承認されました。
第 5 号議案では栩谷新本部長、石井 ･ 渡邊両新監事が
選任承認され、全ての審議を行い滞りなく終了致しました。
1．定数　会員数　77 名　出席者 14 名　委任状 32 名
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 27 年度事業報告
第 2 号議案　平成 27 年度収支決算報告・監査報告
第 3 号議案　平成 28 年度事業計画（案）
第 4 号議案　平成 28 年度収支予算（案）
第 5 号議案　役員選任の件
その他

■退任役員表彰式
　役員 30 年、本部長 14 年間務められた長田修一郎様と
役員を22 年務められた監事の増尾喜久雄様の 2 名が退任
され感謝状と記念品が授与されました。

■平成 28 年度従業員表彰式
　従業員表彰は、協会本部会長表彰として会社に 20 年
以上勤務し、勤務成績優秀な永年従業員を表彰するもの
で 5 社 12 名が受賞された、また地方本部長表彰として会
社に 10 年以上勤務し、勤務成績優秀な優良従業員を表
彰するもの 7 社 11 名が表彰され表彰状と記念品が授与さ
れた。関西地方本部の松本副本部長よりお祝い言葉が送
られました。

■平成 28 年度従業表彰祝賀・役員懇親会
　永年役員表彰と優良従業員表彰を受賞した従業員と従
業員表彰の関係者を招き関西地方本部役員との祝賀・懇
親会が中央電気倶楽部の大食堂において執り行われまし
た。関西地方本部の松本副本部長の司会のもと、大前幹
事の乾杯の音頭によって賑やかに懇親会が行われました。

総会出席者 懇親会模様

永年従業員表彰式 優良従業員表彰式

懇親会会場風景

総会会場風景 退任役員表彰式
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中国

日程 平成 28 年 5 月20日（金）
時間

総会　　　　　14 時 30 分～ 15 時 45 分
永年勤続表彰　16 時 00 分～ 16 時 30 分
懇親会　　　　17 時 00 分～ 18 時 30 分会場 メルパルク広島（広島県広島市中区基町 6-36）

■第 61 回中国地方本部定時総会
　第 61 回定時総会は広島市中区のメルパルク広島で開催
し、第１号議案から第６号議案まで審議を行い滞りなく議案
審議が了承されました。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
1．定数　会員数　58 名　出席者 29 名　委任状 23 名
2．議事　　　　

第 1 号議案　　平成 27 年度事業報告
第 2 号議案　　平成 27 年度収支決算報告
第 3 号議案　　監査報告
第 4 号議案　　平成 28 年度事業計画（案）
第 5 号議案　　平成 28 年度収支予算（案）
第 6 号議案　　役員改選の件
その他

■平成 28 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に
基づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上
勤務し、勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、6 社 8 名
が受賞されました。
　協会本部の代理として、中国地方本部の江角本部長が
お祝いの言葉を述べられたあと、受賞者に表彰状と記念品
が授与されました。

■平成 28 年度定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております多数の会員企
業の皆様に出席していただきました。江角中国地方本部長
の挨拶、中国地方本部　野崎副本部長の乾杯の音頭に
よって、賑やかに懇親会が行われました。

講演会
　演題　「これからのエネルギービジネス」
　講師　株式会社　ＮＴＴファシリティーズ　
　　　　　　理事　スマートビジネス本部　本部長
　　　　　　　　　眞木 勝郎　氏

懇親会次第
司会　　　　前幹事　　　　　　柿丸　　薫　様
本部長挨拶　本部長　　　　　　江角　　優　様
乾杯の音頭　副本部長　　　　　野崎　隆司　様　
中締め　　　副本部長　　　　　吉川　正明　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

総会・永年・懇親会詳細は、中国 HP【新着情報】に掲載しています。http：//www.itca.or.jp/chuugoku/

四国

日程 平成 28 年 5 月20日（金）
時間 総会　　　　　15 時 30 分～ 16 時 50 分

懇親会　　　　17 時 00 分～ 18 時 30 分会場 ホテル　ＪＡＬシティ松山（松山市大手町 1-10-10）

■第 63 回四国地方本部定時総会
　第 63 回定時総会は愛媛県松山市のＪＡＬシティ松山で開
催し、第１号議案から第６号議案まで審議を行い滞りなく議
案審議が了承されました。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
1．定数　会員数　54 名　出席者 26 名　委任状 26 名
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 27 年度事業報告
第 2 号議案　平成 27 年度収支決算報告
第 3 号議案　平成 27 年度監査報告
第 4 号議案　役員改選
第 5 号議案　平成 28 年度事業計画（案）
第 6 号議案　平成 28 年度収支予算（案）

■平成 28 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に
基づいて、会員歴 15 年以上の会社に引き続き20 年以上
勤務し、勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、3 社 4 名
が受賞されました。
　協会本部の代理として、四国地方本部の山本本部長か
ら、一人一人に表彰状と記念品が授与されました。

■平成 28 年度定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております総務省四国総
合通信局長　佐藤裁也様、皆川克義電気通信事業課長、
また、ＮＴＴ西日本四国事業本部から、ビジネス営業部ＳＥ
統括部長　池田憲彦様、設備部設備企画部門長　中西
武様、営業部販売企画課長　近藤尚政様をご来賓として
お招きし、多数の会員企業の皆様にご出席していただきまし
た。
　山本四国地方本部長の挨拶、佐藤四国総合通信局長
のご挨拶に続いて、ＮＴＴ西日本四国事業本部の池田部長
の乾杯の音頭によって、賑やかに懇親会が行われました。
　翌日は親睦ゴルフ大会がエリエールゴルフクラブ松山で行
われ、天候にも恵まれ参加の皆様は和気あいあいの雰囲気
で楽しまれました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

総会会場風景 永年勤続従業員表彰式

総会会場風景 永年勤続従業員表彰

講演会模様 懇親会会場風景

懇親会会場風景

親睦ゴルフ大会
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北陸

日程 平成 28 年 5 月24日（火）
時間

総会　　　　　17 時 00 分～ 17 時 20 分
永年勤続表彰　17 時 20 分～ 17 時 25 分
幹事会　　　　17 時 25 分～ 17 時 30 分
懇親会　　　　17 時 30 分～ 19 時 30 分会場 ホテル日航金沢（金沢市本町 2-15-1）

■第 62 回北陸地方本部定時総会
　第62回定時総会は金沢市本町のホテル日航金沢で開催
し、第 1 号議案から第 5 号議案まで審議を行い滞りなく議
案審議が了承されました。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
1．定数　会員数　20 名　出席者 18 名　委任状 2 名
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 27 年度事業報告
第 2 号議案　平成 27 年度収支決算報告・監査報告
第 3 号議案　平成 28 年度事業計画（案）
第 4 号議案　平成 28 年度収支予算（案）
第 5 号議案　役員選任の件

■平成 28 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に
基づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上
勤務し、勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、1 社 2 名
が受賞されました。
　協会本部の代理として、北陸地方本部の田中本部長か
ら、株式会社ほくつう尾崎孝義様・同 前田正巳様に表彰
状と記念品が授与されました。

■幹事会（本部長選任）
　定時総会で再任が了承された幹事 4 名の方から、本部
長に株式会社ほくつう嶋田泰嗣様、副本部長にかがつうシ
ステム株式会社田中優治様が選任されました。
　本部長の交代に伴い、事務局長に株式会社ほくつう指
江雅夫様が就任され、事務局も株式会社ほくつう内に移転
する事となりました。

■平成 28 年度定時総会懇親会
　嶋田本部長の挨拶、指江事務局長のご挨拶に続いて、
棒田地方監事の乾杯の音頭によって、賑やかに懇親会が
行われました。

懇親会次第
本部長挨拶　　本部長　　　　　嶋田　泰嗣
事務局挨拶　　事務局　　　　　指江　雅夫
乾杯　　　　　地方監事　　　　棒田　優
中締め　　　　幹事　　　　　　佐波　輝孝

九州

日程 平成 28 年 5 月13日（金）
時間

総会　　　　　16 時 00 分～ 17 時 00 分
永年勤続表彰　17 時 05 分～ 17 時 15 分
懇親会　　　　17 時 15 分～ 19 時 00 分会場 タカクラホテル福岡（福岡市中央区渡辺通 2-7-21）

■第 62 回九州地方本部 定時総会
　第 62 回定時総会は福岡市内のタカクラホテル福岡で開
催され、第 1 号議案から第 5 号議案までの審議を行い、総
て承認可決されました。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
1．本部長挨拶　

本部長（九州沖通信機 社長）阿部 准定
2．定数　会員数　29 名　出席者 15 名　委任状 14 名
3．議事　　　　

第 1 号議案　平成 27 年度事業報告
第 2 号議案　平成 27 年度収支決算報告・監査報告
第 3 号議案　平成 28 年度事業計画（案）
第 4 号議案　平成 28 年度収支予算（案）
第 5 号議案　役員選任の件
その他　　    不正経理による弁済状況の報告　

■平成 28 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に
基づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上
勤務し、勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、2 社 3 名
が受賞されました。
　阿部本部長より、九州沖通信機株式会社 平野一也様、
香田香織様に表彰状と記念品が授与されました。旭陽電
気株式会社 有村朋志様は欠席のため会社の方に送付させ
て頂きました。

■平成 28 年度定時総会懇親会
　会員企業 12 社 12 名、永年勤続従業員 2 名、事務局
4 名の 18 名で開催されました。普段中々お会いする事が出
来ない方 と々談笑する事も出来、会員相互の懇親を深めま
した。

懇親会次第
司会　　事務局（九州沖通信機）　　　　土居 和彦
乾杯　　前理事（西日本電話工事 会長）  原田　 肇
中締め　新副本部長（ナイガイ 専務）　 　 古財 琢磨

新会員（平成28年5月1日~平成28年6月30日）

■賛助会員

◎　会社名　　アライドテレシス株式会社　　
　　　　　　　（平成28年5月25日入会）　　
　　所在地　　東京都品川区　
　　代表者　　大嶋　章禎　　
　　TEL　　　03-5437-6099
　　事業内容　ITソリューション、ネットワーク機器の
　　　　　　　企画、販売、施工、保守、運用サービス事業
　　URL　 　  http://www.allied-telesis.co.jp

■通常会員

◎　会社名　　株式会社シーエスコミュニケーション
　　　　　　　（平成28年6月7日入会）　
　　所在地　　東京都千代田区
　　代表者　　牧草　亮輔
　　TEL　　　03-5833-9802
　　事業内容　ネットワーク構築・導入展開、保守サー
　　　　　　　ビス、簡易工事、プロダクト販売
　　URL　 　  http://www.cs-com.co.jp
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LAYCOM Layer & Computer

���社���� TEL：03-3288-0130 FAX：03-3288-0170 (担当：松尾・児玉)
【本社】〒101-0061東京都千代田区三崎町2-22-8 梨本ビル3階 http://www.laycom.co.jp  E-Mail：information@laycom.co.jp

�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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本部研修　INFORMATION

本部

初級ネットワーク技術者研修 e-ラーニング版（情報ネットワークプランナー資格取得）
日程 平成 28 年 7 月より随時

申込み
方法

本部 HP「ITCA 本部主催研修」よりお申込み下
さい。申込受付後、受講料振込用「払込取扱票」
を送付します。
本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。

受講料

会員 14,040 円　一般 21,060 円
（Web 試験 1 回分・資格認定料含む・税込）
再試験は別途費用が発生（Web 試験のみ 3,240
円税込）

学習
方法

受講者キットを受領して、e-ラーニングシステムへの
登録後、Web で学習します。
全学習就業時間数：約 4 ～ 5 時間

目的
イーサネットや TPC ／ 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。

問合
せ先

本部事務局
TEL：03-5543-2250　FAX：03-5244-9711
※詳細は本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。
対象者 IP 系基礎技術の習得を目指す初級エンジニア及びネットワーク技術スキルが必要な方・新人教育カリキュラム等

本部

中級ネットワーク技術者研修（情報ネットワークプランナー・マスター資格取得）
開催地 開　催　日　程 募集人員 会　場
福　岡 平成 28 年  7 月13日（水）～ 14日（木） 10 名 九州沖通信機株式会社
東　京 平成 28 年  7 月27日（水）～ 28日（木） 20 名 Ｕ－ＡＸＩＳビル　会議室
大　阪 平成 28 年  8 月  3日（水）～  4日（木） 20 名 中央電気倶楽部
松　山 平成 28 年  8 月25日（木）～ 26日（金） 10 名 ＮＴＴ西日本ー四国愛媛支店　別棟
札　幌 平成 28 年  9 月  6日（火）～  7日（水） 10 名 ＮＴＴ北海道セミナーセンタ
仙　台 平成 28 年  9 月14日（水）～ 15日（木） 10 名 仙台青葉カルチャーセンター
金　沢 平成 28 年 10 月  6日（木）～  7日（金） 10 名 金沢流通会館
名古屋 平成 28 年 10 月19日（水）～ 20日（木） 20 名 名古屋企業福祉会館
東　京 平成 28 年 11 月16日（水）～ 17日（木） 20 名 Ｕ－ＡＸＩＳビル　会議室
時間 9 時～ 17 時

申込み
方法

本部 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ郵送または FAX でお申込み下さい。申込受
付後、受講案内書、受講料振込用「払込取扱票」
を送付します。
① FAX：03-5244-9711
②郵送：〒104-0042 東京都中央区入船 2-9-5 
　　　  HKビル 5F
　　　　（一社）情報通信設備協会　事務局

受講料 会員 37,800 円　一般 51,840 円
（認定試験料・資格認定料含む・税込）

目的

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。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。

問合
せ先

本部事務局
TEL：03-5543-2250　FAX：03-5244-9711
※詳細は本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。
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。

本部

無線ＬＡＮ技術研修（情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格取得）
開催地 開　催　日　程 募集人員 会　場
福　岡 平成 28 年  7 月15日（金） 10 名 九州沖通信機株式会社
東　京 平成 28 年  7 月29日（金） 10 名 Ｕ－ＡＸＩＳビル　会議室
大　阪 平成 28 年  8 月  5日（金） 10 名 中央電気倶楽部
仙　台 平成 28 年  9 月16日（金） 10 名 仙台青葉カルチャーセンター
名古屋 平成 28 年１0 月21日（金） 10 名 名古屋企業福祉会館
東　京 平成 28 年１１月18日（金） 10 名 Ｕ－ＡＸＩＳビル　会議室
時間 9 時～ 17 時

申込み
方法

本部 HP「ITCA 本部主催研修」よりお申込み下
さい。申込受付後、受講料振込用「払込取扱票」
を送付します。
本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。

受講料 会員 32,400 円　一般 48,600 円
（認定試験料・資格認定料含む・税込）

目的
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。

問合
せ先

本部事務局
TEL：03-5543-2250　FAX：03-5244-9711
※詳細は本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。
対象者 初級ネットワーク技術者研修の習得者レベル。中級ネットワーク技術者研修の受講者であれば尚良いです。
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地方本部研修・セミナー　INFORMATION

関東

ロジカルプレゼンテーション研修（旧　現場力向上研修）
日程 平成 28 年 7 月20日（水） 定員 20 名（申込数が少ない場合は中止する事があります）
時間 9 時～ 17 時 受講料 １名　12,960 円（教材費・消費税込み）

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

（東京都中央区入船 2-2-14）
申込み
方法

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

研修
内容

プレゼンテーションの基本を学び、相手に分かりやす
く伝えるスキルを習得し、論理的な考え方と伝えたい
情報を体系的にわかりやすく整理する基本を学ぶとと
もに、プレゼンテーション技術により「説得力・表現力」
の向上を図ります。

問合
せ先

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

（http://kanto.itca.or.jp）をご覧ください。

対象者 若手社員、中堅社員及び係長等の営業系・技術系の方

関東

中堅社員向け研修
日程 平成 28 年 8 月24日（水） 定員 20 名（申込数が少ない場合は中止する事があります）
時間 9 時～ 17 時 受講料 １名　12,960 円（教材費・消費税込み）

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

（東京都中央区入船 2-2-14）
申込み
方法

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

研修
内容

中堅社員として「役割・使命・期待」を理解し、役
割を理解したうえで自己成長の具体化、成長に向け
たマインド形成をします。またチームの一員として、自
ら高めチームへの貢献を考え、モチベーション・やる
気を高め業務遂行するよう動機付けを行います。

問合
せ先

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

（http://kanto.itca.or.jp）をご覧ください。

対象者 中堅・若手社員等を対象（現場の技術担当者及び営業担当者　入社 3 ～ 10 年目の方）

関西

職場リーダー養成セミナー
日程 平成 28 年 8 月23日（火） ～ 24日（水） 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 10 時～ 17 時 受講料 （会員）17,280 円　（非会員）25,920 円　税込

会場
東大阪市菱江 6 丁目9 番 10 号

（大阪府東大阪高等職業技術専門校）会場を京都・
神戸からも近い東大阪に変更しました

申込み
方法

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

研修
内容

講義とグループ討議型で実施。職場リーダーに必要
となる、ものの見方、考え方、行動のとり方について
考えていただき、自己の特性から目指すべきリーダー
シップに気づいていただく実践的な研修です。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL：06-4256-7155　FAX：06-4256-7156
※詳細は関西地方本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。
対象者 営業系・技術系の現場リーダ又はリーダを目指す人

東海

平成２８年度工事担任者（ＤＤ第３種）取得研修

日程 基礎・技術・法規コース
平成 28 年 10 月05日（水曜日）１日間 定員 １日コース　50 名

時間 各コース　9：00 ～ 17：00 受講料 会員　16,200 円（教材費・税込）
一般　21,600 円（教材費・税込）

会場 名古屋企業福祉会館
（名古屋市中区大須　2-19-36）

申込み
方法

東海 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、
9月16日（金）までに下記へFAXでお申込み下さい。
FAX 送付先：052-261-2177

研修
種別

基礎・技術・法規コース
（注）基礎・技術・法規コースを１日で実施します。

問合
せ先

東海地方本部事務局
TEL：052-241-1989　FAX：052-261-2177
※詳細は東海地方本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp/toukai）をご覧ください。

東海

平成２８年度工事担任者（ＡＩ・ＤＤ総合種）取得研修

日程
基礎・法規コース　平成 28 年 10 月06日（木曜日）
技術コース　　　  平成 28 年 10 月07日（金曜日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２日間

定員 ２日間コース　20 名

時間 各コース　9：00 ～ 17：00 受講料 会員　21,600 円（教材費・税込）
一般　32,400 円（教材費・税込）

会場 名古屋企業福祉会館
（名古屋市中区大須　2-19-36）

申込み
方法

東海 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、
9月16日（金）までに下記へFAXでお申込み下さい。
FAX 送付先：052-261-2177

研修
種別

基礎・技術・法規コース
（注）基礎・技術・法規コースを２日で実施します。

問合
せ先

東海地方本部事務局
TEL：052-241-1989　FAX：052-261-2177
※詳細は東海地方本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp/toukai）をご覧ください。
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委員会・理事会等模様

平成28年度第1回教育委員会模様
１．日時　　　平成 28 年 4 月 20 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 3 対地接続）
３．出席者　　藤田義明教育委員長、長谷川浩正副委員長、
　　　　　　　塚本豊委員、河内康志委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）アライドテレシス・アカデミー契約（案）
（2）平成 28 年度研修（検討課題）について
（3）その他

平成28年度第1回総務財務委員会模様
１．日時　　　平成 28 年 5 月 20 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 14 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋他 4 対地接続）
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、山内明専務理事
４．議題

（1）平成 27 年度決算報告（総会第 2 号議案）について
（2）商標登録（ITCA 光）について
（3）通常会員の入退会について
（4）賛助会員の入会について
（5）平成 28 年度本部会費について
（6）その他

平成28年度第1回理事会模様
１．日時　　　平成 28 年 5 月 25 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋他 14 対地接続）
３．出席者　　大木一夫会長、井上剛毅理事長、
　　　　　　　長田修一郎副理事長、井上新一副理事長、
　　　　　　　山内明専務理事、
　　　　　　　大輪堅一、今井秀昭、長谷川浩正、
　　　　　　　松山　仁、樋口正仁、山田恭郎、
　　　　　　　藤田義明、吉本幸男、栩谷晴雄、
　　　　　　　江角　優、阿部 准定、竹内　聰　
　　　　　　　の各理事
　　　　　　　福島和義、立川昭二　の各監事
４．井上理事長挨拶要旨
　皆様には、大変ご多忙のところご出席いただきありが
とうございます。本日は、理事会として初めて Web 会議
で全国 14 対地を繋いでの会議となります。本日は来月 6
月 9 日に開催致します、第 62 回定時総会の議案を中心に

審議を行いますのでよろしくお願いします。
5．議事内容

（審議事項）
（1）第 62 回定時総会議案

　「平成 27 年度事業報告〈総会第 1 号議案〉」及び「平
成 27 年度決算報告〈総会第 2 号議案（1）〉」、「平成 27
年度監査報告〈総会第 2 号議案（2）〉」、「平成 28 年度
事業計画〈総会第 3 号議案〉」、「平成 28 年度収支予算
計画〈総会第 4 号議案〉」、「役員の選任〈総会第 5 号議案〉」
について次とおり説明し、異議なく議決された。
①平成 27 年度事業報告
　委員会を中心に各種施策を策定し、活動を説明し、
異議なく承認議決された。
②平成 27 年度決算報告
　当期経常収益 131,879,427 円、当期経常費用 147,685,675
円、当期経常増減額－ 15,806,248 円となり、法人税等
749,846 円を差し引いた当期一般正味財産増減額は
－ 16,556,094 円となった。その結果、正味財産期末残高
は 103,959,225 円となった。
　また、一般社団法人への移行に伴い実施を義務付け
られた実施事業等会計（公益目的事業）では、当期経
常収益 18,583,047 円、当期経常費用 43,276,974 円、当期
経常増減額は－ 24,693,927 円となった。その結果、当期
末の公益目的財産額は 74,150,110 円となる旨を説明し、
異議なく承認議決された。第 62 回定時総会で平成 27
年度決算の承認を得た後、内閣府に報告する。
③平成 27 年監査報告
　平成 27 年度の業務監査及び会計監査に関する結果と
して、収支状況は正しく表示され、定款に反する事項
はない旨を説明し、異議なく承認議決された。
④平成 28 年度事業計画
　平成 28 年度第 5 回理事会（平成 28 年 3 月 16 日）で
既に承認されているが、委員会を中心に各種施策を策
定し、活動を実施する旨を説明し、異議なく承認議決
された。
⑤平成 28 年度収支予算計画
　平成 28 年度第 5 回理事会（平成 28 年 3 月 16 日）で
既に承認されているが、平成 27 年度決算が確定したの
で、一般正味財産期首残高を決算値に置き換えた旨を
説明し、異議なく承認議決された。
⑥役員の選任
　理事 18 名の選任、各地方本部から推薦のあった補欠
理事 7 名の選任、及び監事 3 名の選任を行う旨を説明し、
異議なく承認議決された。
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（2）総会スケジュール等
　「第 62 回総会スケジュールと理事の担務」について
説明し異議なく議決された。

（3）商標登録（ITCA 光）の申請について
　「商標登録（ITCA 光）の申請について」を説明し、
異議なく議決された。

（4）従たる事務所の変更
　「従たる事務所の変更」を説明し、異議なく議決された。
①関西地方本部の事務所を移転する事
　対  象  事  業  所　　関西地方本部　事務局
　旧　    住   　 所　　大阪市北区堂島浜二丁目 1 番 25 号
　移 転 す る 住 所　　大阪市西区江戸堀一丁目 23 番 13 号
　移  転  の  時  期　　平成 28 年 5 月 25 日
②北海道地方本部の事務所を移転する事
　対  象  事  業  所　　北海道地方本部　事務局
　旧　    住   　 所　　札幌市東区北一三条東四丁目
　　　　　　　　　　　1 番 50 号
　移 転 す る 住 所　　札幌市中央区南二〇条西十丁目
　　　　　　　　　　　3 番 5 号
　移  転  の  時  期　　平成 28 年 5 月 25 日
③北陸地方本部の事務所を移転する事
　対  象  事  業  所　　北陸地方本部　事務局
　旧　    住   　 所　　金沢市東蚊爪町一丁目 9 番 1 号
　移 転 す る 住 所　　金沢市問屋町一丁目 65 番
　移  転  の  時  期　　平成 28 年 5 月 25 日

（5）通常会員の入退会について
　「通常会員の入退会について」を説明し、平成 28 年 4
月 1 日から 5 月 25 日までの間に入会申込があった次の
1 社の入会について、異議なく議決された。

所属地方本部名 入会会員 入会申込み年月日
東北地方本部 安積電気通信興業㈱ 28 年 4 月 28 日

（6）賛助会員の入会ついて
　「賛助会員の入会ついて」を説明し、入会申込みの
あったアライドテレシス株式会社の概要等の説明を行
い、異議なく議決された。

（7）平成 28 年度本部会費について
　「平成 28 年度本部会費について」を説明し、異議な
く議決された。

（報告事項）
（1）平成 28 年度研修計画（検討課題）について

　「平成 28 年度研修計画（検討課題）について」を報告し、
承認された。

（2）職務執行状況報告
　「職務執行状況報告」に基づき大木一夫会長（代表理
事）、井上剛毅理事長（代表理事）及び山内明専務理事（業
務執行理事）の平成 27 年 10 月から平成 28 年 4 月まで
の職務執行状況を報告し、承認された。

（3）部外団体加入、役員就任状況
　「部外団体加入、役員就任状況」を報告し、承認された。

（4）議事録署名・総会担務ローテーション
　「議事録署名・総会担務ローテーション」について報
告するとともに、総会担務を説明し、承認された。

（5）会議日程について
　「平成 28 年度理事会等予定」について報告し、承認さ
れた。

（6）その他
　井上議長より、先日発生した熊本地震の被災者（会
員 3 社）に、協会からお見舞金を送ることについて提
案があり、異議なく承認議決された。金額については
会長、理事長に一任する事となった。

平成28年度第２回理事会模様
１．日時　　　平成 28 年 6 月 9 日（木）
　　　　　　　16 時 20 分～ 16 時 40 分
２．場所　　　メルパルク東京　華厳の間
３．出席者　　大木一夫会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長、井上新一副理事長、
　　　　　　　山内明専務理事、
　　　　　　　今井秀昭、長谷川浩正、松山　仁、
　　　　　　　樋口正仁、藤田義明、嶋田泰嗣、
　　　　　　　吉本幸男、江角　優、山本　健、
　　　　　　　阿部 准定、竹内　聰、渡辺敏郎　
　　　　　　　の各理事
　　　　　　　宮川欣丈、平塚富美男、平野　毅　
　　　　　　　の各監事
４．議事内容

（議決事項）
（1）役付役員の選出

　第 62 回定時総会において理事（18 名全員）の選任に
伴い、次の役付役員を選出した。
　大木　一夫　（会長）（代表理事）
　大輪　堅一　（理事長）（代表理事）
　栩谷　晴雄　（副理事長）
　井上　新一　（副理事長）
　山内　　明　（専務理事）

（2）「光コラボ事業」における㈱ティーガイアとの覚書に
ついて
　「「光コラボ事業」における㈱ティーガイアとの覚書
について」を説明し、異議なく議決した。

（報告事項）
（1）その他

　事務局から、議事録署名ローテーションと総会の担
務表及び平成 28 年度会議予定を報告した。
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平成２８年春の叙勲「旭日単光章」を宮川欣丈氏が受章

　「功績の内容に着目し、顕著な功績を
挙げた方」に授与される栄えある叙勲
勲章「旭日単光章」を、関東地方本部
副本部長 宮

みやかわ

川欣
よしたけ

丈氏（宮川電気通信工
業株式会社　代表取締役社長）が 4 月
29 日付けで発令をうけ、5 月 13 日に東
京港区芝公園のザ・プリンスパークタ
ワー東京で勲章伝達式が行われました。

昭和 41 年に実父創設の電気通信設備工事会社である宮川電
気通信工業（株）に入社、日本電信電話公社認定工事会社と
して PBX 工事を主とした施工及び保守の作業に従事し、業務
の習得に努められました。
　その後、営業課長 ･ 取締役を歴任し、千葉県全域のほか周
辺都市部の施設、さらに地元金融機関はじめ千葉県内の各企
業に PBX・ボタン電話設備工事に保守サービスを一体化した
業務を展開されました。
　昭和 52 年 4 月専務取締役に就任して経営に参画、営業から
総務、財務分野等に携わり業務の拡大を図り、社業の発展向
上に尽力されました。

昭和 63 年 9 月代表取締役就任後においては、防災放送、無
線 LAN、警備監視カメラ、病院向けナースコール、電波障害
TV 共聴設備等情報通信設備関連にも積極的に対応してその
普及拡販に勤められました。また IP 電話の普及および LAN
を中心とする情報通信設備、ネットワーク設備の販売、施工、

保守といった先端業務にも積極的に取り組み、会社が成長し
ております。

昭和 60 年に社団法人全国電話設備協会関東支部幹事となり
千葉地方部長に就任、その後社団法人情報通信設備協会に改
名後も千葉県支部長として、同業他社間の協調活性化および
知識普及に尽力し協会の発展に努められました。
  平成 7 年情報通信設備協会関東地方本部情宣部長に就任、協
会 40 周年記念特集号「関東地方本部報」を発刊するとともに、
支部報の編集、発行など広報活動や会員企業との意思疎通に
勤め、会員への情報提供と協会の地位向上に貢献されました。
　平成 21 年 3 月より、関東地方本部副本部長並びに組織委員
長に、また平成 22 年 6 月に情報通信設備協会の理事に就任
して、協会会員の指導育成、技術研修、受験認定講習等、会
員企業のスキルアップや会員企業全体のレベルアップを図り、
協会業務の円滑な運営に尽力しています。

平成 4 年設立時より、協会会員の福利厚生の一環である情
報通信設備厚生年金基の選定代議員を勤め、会員の将来の生
活の安心・安定と福祉の向上を図っています。

地域社会においては、社団法人千葉県情報産業サービス協
会の設立に奔走、情報関連企業の活性化に努め、また、千葉
商工会議所常議員のほか、新千葉ロータリークラブ会長職等
を歴任、また千葉県自衛隊援護協力会や千葉県更生保護助成
協会にも参加し地域貢献奉仕活動に携わっておられます。
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一般社団法人電気通信協会では、「電気通信協会賞」
を電気通信事業及びこれに関連する事業の振興に寄
与し、その功績顕著なる方々に授与しており、第 57
回受賞者には 23 名が選出され、情報通信設備協会か
らは　信越地方本部会員 石田通信機株式会社 取締役
会長 石田保宣氏（信越地方本部 相談役）が選出され
て、5 月 20 日（金）に東京都港区の明治記念館で贈
賞式が行なわれました。

午後 4 時 30 分から始まった贈賞式は、一般社団法
人電気通信協会の和才博美会長の式辞のあと、受賞
者に「電気通信協会賞」が贈られ、続いて総務省総
合通信基盤局 佐々木祐二総務課長と経済産業省商務
情報政策局 大木雅文情報家電戦略室長が祝辞を述べ

られたあと、午後 5 時 20 分から懇親会が盛大に催さ
れました。

受賞者紹介
◎石

いし

田
だ

　保
やすのり

宣　氏（石田通信機株式会社　取締役会
長　信越地方本部　相談役）
会員名：石田通信機株式会社
所在地：長野県長野市
受賞理由：

昭和 44 年石田通信機株式会社に入社以来 H 型交
換機、クロスバー交換方式、電子交換方式、デジ
タル交換方式、IP 電話設備へと進化していく過程
において、一般民需用 PBX の販売・工事・保守業
務に従事し電気通信事業の発展に寄与しました。

また、本人自ら工事担任者資格を取得し官公
庁や金融機関での施工をはじめ多くの企業にその
技術を提供する傍ら、業界の品質の向上を目指し、
通信設備の普及発展に幅広く努めました。

昭和 59 年より平成 9 年まで（社）情報通信設備
協会信越地方本部の幹事（理事）に就任し、多く
の若手社員の会員会社 as に向けて工事担任者の資
格取得の積極的な取組みを強化し、人材育成や各
種資格の取得に向け率先垂範を傾注し、情報通信
の健全な発展に多大な尽力を発揮しました。

平成 14 年からの 4 年間は（社）信越地方本部長
兼本部常任理事に従事し、平成 18 年に本部長を退
任した後は地方本部相談役として平成 28 年の現在
に至るまで 32 年間、（一社）情報通信設備協会に
おいて、協会の運営についての指導的役割に尽力
しています。

第57回電気通信協会賞を信越地方本部の石田保宣氏が受賞

贈賞式会場で（左から）石田氏と大木会長

受賞者代表の贈賞式模様
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平成28年度第2回工事担任者試験のご案内

1．試験実施日
平成 28 年 11 月 27 日（日曜日）

2．試験実施地及び試験会場
（1）試験実施地　

旭川、札幌、青森、盛岡、仙台、秋田、郡山、小山、
水戸、さいたま、市川、東京、横浜、新潟、富山、金沢、
甲府、長野、静岡、名古屋、津、京都、大阪、神戸、
和歌山、米子、岡山、広島、周南、徳島、高松、松山、
福岡、大村、熊本、大分、宮崎、鹿児島、西原町（沖
縄）の各都市で行う予定です。

（2）試験会場　　受験票により通知します。

3．試験申請の受付期間及び受付時間
（1）受付期間　

ア　申請書による申請
　平成 28 年 8 月 1 日（月）から 9 月 7 日（水）ま

でです。
　ただし、実務経歴による試験科目の免除申請を伴

う試験申請は 8 月 1 日（月）から 8 月 22 日（月）
までです。

　（平成 17 年 8 月以降に経歴証明書を提出し、科目
免除を認められた場合で同一種別の試験を申請す
るときは、9 月 7 日（水）の締切りとなります｡）

イ　インターネットによる申請
　平成 28 年度 8 月 1 日（月）から 9 月 7 日（水）

までです。
　なお、インターネット申請の試験手数料払込期限

は、平成 28 年 9 月 8 日（木）までです。
（2）受付時間　

ア　（一財）日本データ通信協会各事務所の窓口にお
ける受付時間は、上記（1）アの受付期間中の平
日の午前９時から午後５時までです。

イ　インターネットによる受付時間は、上記（1）イ
の受付期間の終日とします。

4．試験申請の手続き及び試験手数料の払込方法
（1）申請書による申請の場合

　工事担任者試験申請書（兼振替払込受付証明書）
に必要事項を記入して、郵便局の窓口で試験手数料
を払い込んだ後、工事担任者試験申請書（兼振替払
込受付証明書）は添付した桃色封筒を利用して、下
記 5（2）の当協会電気通信国家試験センターヘ郵送
してください。試験手数料については、（一財）日本
データ通信協会各事務所の窓口でもお取扱いします。
なお、全ての試験科目についての試験免除の申請（以
下「全科目免除」という。）及び実務経歴による試験
科目の免除を伴う試験申請は、申請書による申請に
限ります。

（2）インターネットによる申請の場合
　インターネットによる申請入力の際の試験手数料
の払込方法

①銀行を選択した場合は、指定された（一財）日本
データ通信協会の銀行口座に全国銀行協会加盟の
銀行の窓口又は ATM で払込みをお願いします。
なお、一括申請の場合も利用できます。

②コンビニエンスストアを選択した場合は、スマー
トピットカードのカード番号を入力し、コンビニ
エンスストア（ローソン、ファミリーマート、ス
リーエフ、ミニストップ、サークルＫ、サンクス
の各店舗に限ります｡）で払込みをお願いします。
ただし、一括申請の場合は利用できません。

③郵便局を選択した場合は､ 郵便局備え置きの一般
用の払込取扱票用紐に必要事項を記入し､（一財）
日本データ通信協会の振替口座に郵便局の窓口で
払込みをお願いします。

　なお、一括申請の場合も利用できます。
④試験手数料については、（一財）日本データ通信協

会各事務所の窓口でもお取扱いします。
　なお、全科目免除及び実務経歴による試験科目の

免除申請を伴う試験申請をする場合は、インター
ネットによる申請の受付は行いません。ただし、
平成 17 年 8 月以降に経歴証明書を提出し、科目
免除を認められた場合で同一種別の試験を申請す
るときは、インターネットによる申請の受付を行
います。

5．試験申請書の頒布及び証明書類の提出
（1）申請書類の頒布　

　試験申請書その他必要書類は、下記（一財）日本
データ通信協会各事務所の窓口又は郵送等（送料申
請者負担）により無料頒布します。

（2）証明書類の提出　
　科目免除申請をする場合に必要な証明書類等は、
次の事務所に提出（郵送可）してください。

（一財）日本データ通信協会　
　　　電気通信国家試験センター

〒 170-8585　東京都豊島区巣鴨 2-11-1　巣鴨室町ビ
ル６階　電話 03-5907-6556

6．試験種別
（1） AI 第一種　 （2） AI 第二種   （3） AI 第三種   
（4） DD 第一種   （5） DD 第二種   （6） DD 第三種
（7） AI・DD 総合種

7．試験科目及び出題方式
（1）試験科目

ア　電気通信技術の基礎　  
イ　端末設備の接続のための技術及び理論
ウ　端末設備の接続に関する法規

（2）出題方式　　択一方式（マークシーﾄ方式）

8．試験手数料
　8,700円（１試験種別当たり）試験申請受付後は、お

　平成 28 年度第 2 回工事担任者試験が一般社団法人日本データ通信協会より公示されましたので、ご案内いたします。
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返し致しません。
注意：全科目（基礎、法規、技術）の免除申請料は 5,600

円 （平成 25 年 2 月 1 日改正）。

9．科目免除
　科目合格者、一定の資格又は実務経歴等を有する者及
び認定学校卒業者等は、申請により試験が免除される科
目があります。
　全科目免除申請については、上記４、５、６及び８に
よるほか、（一財）日本データ通信協会電気通信国家試

験センターのホームページ（http://www.shiken.dekyo.
or.jp/）でご確認ください。

10．試験結果の通知
　試験結果は、（一財）日本データ通信協会が試験結果通
知書により受験者全員に通知します。
　また、（一財）日本データ通信協会電気通信国家試験セ
ンターのホームページ（http://www.shiken.dekyo.or.jp/）
でも合否の検索ができます。

試験実施予定地 事務所 所在地・電話番号

旭川、札幌、青森、盛岡、仙台、秋田、郡山、
小山、水戸、さいたま、市川、東京、横浜、
甲府、新潟、長野、富山、金沢

（一財）日本データ通信協会
電気通信国家試験センター

〒 170-8585
東京都豊島区巣鴨 2 丁目 11 番 1 号
巣鴨室町ビル 6 階
03-5907-6556

静岡、名古屋、津 （一財）日本データ通信協会
東海支部

〒 461-0011
愛知県名古屋市東区白壁 3 丁目 12 番 13 号
中産連ビル新館 5 階
052-939-1274

京都、大阪、神戸、和歌山、米子、岡山、
広島、周南、福岡、大村、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、西原町（沖縄）

（一財）日本データ通信協会
近畿支部

〒 540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋 7 番 3 号
郵政福祉内本町ビル 2 階
06-6946-1046

徳島、高松、松山 （一財）日本データ通信協会
（注）四国支部

〒 790-0814
愛媛県松山市味酒 1 丁目 10 番地 2 号
ゴールドビル味酒 4 階
089-946-4160

11．申請の手続き及び受験に関する問い合せ先
　申請の手続き及び受験に関するお問い合わせは、試験実施地（受験希望地）を受け持つ下記の各事務所にお問い合わ
せください。

（注）四国支部は平成 28 年 10 月末廃止、同年 11 月 1 日から四国管内は近畿支部が担当致します。
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LAN認定会員のご紹介

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 ㈱ほくつう 北陸 http://www.hokutsu.co.jp/ 076-238-1111
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
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 ㈱ TTK 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
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

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6月30日現在で102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
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
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
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/ 0257-22-0011
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 082-504-3386
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 086-903-3040
0098 日本ビジネス機器㈱ 東海 052-503-0528
0099 ㈱ネット・エックス 中国 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
0102 埼玉アンテナシステム㈱ 関東 http://www.sasc.co.jp/ 048-883-8880
0103 丸登電業㈱ 信越 http://www.maruto.co.jp 0266-23-4833
0104 ㈱カナック・ビジネス・ソリューション 四国 087-813-9003
0105 ㈱三陽電設 関西 http://www.sanyo-densetsu.com/ 06-6349-5511
0106 千代田電子システム㈱ 東海 http://www.chiyoda-ele.co.jp 052-412-7111
0107 浜松通信施設㈱ 東海 http://hts-g.jp/ 053-438-1000
0108 東條テレコム㈱ 東北 http://www.tojo-te.co.jp 022-288-5971
0109 ㈱トキワ 関東 http://www.tokiwa-jp.com/ 029-248-1625
0110 ㈱カナック 四国 http://www.kanac.co.jp/ 086-245-4811
0111 ㈱ＫＤ com 関東 http://www.kdcom.co.jp 028-651-6580
0112 ㈱サンテレコム 関東 http://www.suntele.jp 055-221-1144
0113 ㈱大協通信 九州 http://www.daikyotsushin.co.jp/ 099-239-8498
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4月の政府発表で、4年後の2020年
度から小学校・中学校をおもに、初等
中等教育段階でプログラミング教育を
必修化する方針を明らかにしました。
これに関連して各メーカーが色 な々教
材やセミナーを提供し始める事になる
と思いますが、先月号の業界ニュース
でも「リンクスインターナショナル」のお
子様向けに電子工作を学ぶツール
ボックスをご紹介しています。また
「NTTぷらら」が自宅のテレビと付属
の基盤をつなぐだけで簡単にゲーム
のプログラミングができる教材を販売
開始しました。幼い頃からITを学んで
IT・ICT業界に興味を持ち、優秀な人
材に育ってもらえれば業界にとっても
心強いと思います。
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