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FRONT VOICE

一般社団法人 情報通信設備協会
会 長　大木  一夫

新年を迎えて

新年明けましておめでとうございます。
また、会員の皆様におかれましては、良き新年を

迎えられたこととお慶び申し上げます。
　
　昨年は、アメリカの大統領選挙、イギリスの EU
離脱決定等、まさに激動の世界を感じさせられる年
となりました。本年は、世界中が、先行きを予測す
ることが難しい、混迷の一年となることが予想され
ます。そのような中、当協会としても、様々な変化
に対応できる柔軟かつ自立した事業運営に努めてい
く必要があると考えております。

一方、ICT の世界においては、「IoT」、「クラウド」、
「ビッグデータ」、「人工知能（AI）」等が大きく注目
され、これら技術を駆使した新たなサービス、新た
な価値創造が国を挙げて期待される年となりました。
また、これらのサービスが進展することにより、ユー
ザのニーズは、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、また、ソリューション・セキュリティ・
ユーザサポート等をパッケージ化した窓口一本の統
合サービスを求めるものになりつつあります。
　これら業界を取り巻く大きな環境変化は、従来の
業界分野を超えた厳しい競争が生まれる一方、ビジ
ネス分野の拡大という大きなチャンスを生み出しつ
つあります。このチャンスを我が物にするためには、
他社に負けないきらりと光る強みを獲得・発揮する
とともに、ユーザニーズに対応した良きパートナー
連携・コラボレーション等、新たなビジネスモデル
への転換が必要となっております。また、ハード・
ソフト・有線・無線等多様な技術と様々なアプリケー
ション・セキュリティ等のサービスに精通した幅広
い人材の育成、確保が欠くべからざるものとなって
きております。

　ITCA は、昨年度、これらハイスピードで変化す
る技術・サービス・経営環境等へスピーディに対応
するための施策を会員の皆様とともに推進してまい

りました。
研修事業においては、e －ラーニングや WEB 試験

の導入を実現するとともに、専門技術を持つ他企業
とのパートナーシップの導入等、新施策を推進しま
した。また、機関誌 ITCA において最新の業界ニュー
スや地方本部の活動記事等を充実するとともに、HP
についても見やすい HP へと充実を図ってきました。
さらには、光サービス事業を推進するため協会ブラ
ンドの「ITCA 光」サービスを創設し、NTT グルー
プ様、光卸事業者様との新たなコラボレーションビ
ジネスをスタートしたところです。

事業収支については、これらの施策の推進や事務
所移転、WEB 会議の本格導入等効率化施策を進めた
ことにより、大幅な改善が図られ、課題であった財
務基盤の確立ももう一歩のところまで来ました。施
策推進にあたりご協力ご尽力いただいた各地方本部
の皆様に深く感謝申し上げます。

さて、本年は、まず何よりも、魅力ある協会、入
会メリットを実感できる協会づくりに努め、会員の
増加にも取り組んでいきたいと考えております。そ
のためには、昨年精力的に進めてきた施策をさらに
充実推進するとともに、セキュリティ等新たな研修
の検討や戦略的セミナーの開催、新たなビジネス連
携等について取り組んでまいります。また、長く懸
案であった財務基盤の確立を確固たるものにする年
でもあると考えております。

今や、ICT の活用があらゆる分野で必要とされる
時代となりました。このような事業環境は、永年に
わたり、地域のお客様を大切に、そして地域の発展
に力を注いできた会員各社にとって、厳しいながら
も大きなチャンスの時でありチャレンジの時かと思
います。

ITCA は皆様とともにチャレンジし、会員各社と
協会のさらなる発展に努めてまいりたいと存じます
ので本年もどうかよろしくお願いいたします。
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地方本部だより

国内通信メーカーへの保守契約推進の陳情活動

新年明けましておめでとうございます。
茨城支部会員は ITCA 関東の組織委員会に属して

おり 3 年前に、それまで支部活動の中で、会員やＮ
ＴＴ東日本様との勉強会を通じ検討してきた「電話
設備保守契約のすすめ（ガイドライン）」パンフレッ
トを作成し、協会で採用をいただくことができました。
　社会の変化は IT と言われた時代から ICT へ、そ
してこれから IoT（Internet of Things）という時代
にあっても、我々業界会社は末端でお客様の端末や
ネットワークの販売から工事・構築、そして保守業
務に従事する極めて重要な立場にあります。パンフ
レットの販売数を見ると、会員各社の「保守」につ
いての認識は少しずつ広まりつつあるように思えま
す。

　昨年は組織委員会において、今井本部長をはじめ
とする関係メンバーにより、「本製品を最適な状態で
ご使用いただくために、定期点検などによる予防保
守が重要です。またＢＣＰ（事業継続）の観点から
保守契約をお願いしております。保守サービスに関
する詳細内容については、弊社販売店にお問い合わ
せください。」という製品カタログへの掲載メッセー
ジが考案され、メンバーが手分けをして写真にあり
ますような要望書や保守パンフレットを持って国内
主要な通信メーカーへの陳情訪問活動が実施されま
した。
　とりわけ組織委員会のメンバーの皆様には大変な
ご活躍をいただきました。

　こうした地道な活動を通じて ITCA が陳情してき
ましたことが、本年は主要メーカー各社の新しい製
品カタログにどのように展開されるか大変楽しみで

ございます。いくつかのメーカー殿からは本年 2 月
頃に新しい改版やカタログが印刷される際に掲載を
ご検討いただけたことを伺っております。

　今年もなお一層 ITCA の活動がお客様に信頼と安
心をもっていただける業界であり続けること、そし
て我々の会員各社の社内にも必ず保守契約もセット
にした販売活動になるように願って、本年も微力な
支部でございますが努力してまいりたいと思います
ので、今後ともご指導をいただけますようお願い申
し上げまして、紹介と新年のご挨拶にさせていただ
きます。

■電話設備保守契約のすすめ
～企業通信システム維持管理のガイドライン～

全国の会員様もご利用できますので、お申込み方法、
価格等は下記へお問い合わせ願います。

（一社）情報通信設備協会　関東地方本部　事務局
TEL：03-5244-9700
E-mail：info@itca.or.jp

一般社団法人情報通信設備協会　関東地方本部
茨城県支部長　山本 裕幹（茨城電話工業株式会社　代表取締役）
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■各メーカーへの要望書

平成２８年１０月吉日	 

●●株式会社	 殿	 

	 

	 

一般社団法人	 情報通信設備協会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 理事長	 	 	 	 	 	 大輪	 堅一	 

	 

要	 望	 書	 

	 

	 

	 貴社におかれましては、日頃から当協会に対しましてご理解とご協力を賜り心より御

礼申し上げます。	 

	 

	 さて、激しく変化する社会経済環境のなかで、企業・自治体・公共団体の存続・発展

にとって、ＢＣＰ（事業継続計画）は極めて重要な課題となっています。災害時や緊急

事態においても、平常時と同様の通信ネットワークの安定的稼働が組織にとって必須で

す。最近は、通信ネットワークの進化が目覚ましく、固定通信、移動通信に加え、イン

ターネット、ＩＰ通信、ソーシャルネットワークなど多様な通信手段が登場し、劇的な

変化が起きています。このような多様化するネットワークサービスを活用しながら、企

業・自治体・公共団体の活動を維持・推進するためには、通信ネットワークシステムが

根幹をなし、情報通信を束ねる役割を持つＰＢＸ，ビジネスホンが安定して使用できる

状態にあることが必要です。そのためには、平常時はもとより緊急時を見据えた、通信

設備の維持管理に必要不可欠な保守行為を欠かすことができません。	 

	 

	 関東地方本部においては、平成２６年８月から「電話設備保守契約のすすめ」のパン

フレットを作成して保守契約の重要性を各会員会社のお客様に対して積極的に取り組	 

んでいるところであります。	 電話・ＰＢＸ・パソコンなどの端末設備又は自営電気通

信設備を、電気通信事業者の通信設備に接続する工事を行う場合は、電気通信事業法第

７１条で「工事担任者資格」を有する者による工事の実施、監督が義務付けられていま

す。	 つきましては、各メーカのパンフレットにおいて、お客様に訪問する際に、通信

機器カタログに保守契約の重要性を更に強調させて頂きたいと存じます。	 そこで、貴

社の通信機器カタログをリニュアルされる場合において、以下の内容をご参考に掲載し

て頂きたくよろしくお願い申し上げます。	 

	 

	 『本製品を最適な状態でご使用いただくために、定期点検などによる予防保守が重

要です。またＢＣＰ（事業継続）の観点から保守契約をお願いしております。保守サー

ビスに関する詳細内容については、弊社販売店にお問い合わせ下さい。』 

	 

※「工事担任者資格」(総務省ＨＰ	 http://www.soumu.go.jp/)	 
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業界ニュース　10月 

IPA（独立行政法人情報処理推進機構）は、新たに創設された登録制の国家資格 “ 情報処理安全確保支援士 ” の
登録が可能な対象者、申請手続き（登録の流れ）、資格維持の方法などを公表した。また、経過措置対象者向けの初
回登録申請の受付を 2016 年 10 月 24 日から開始した。

2016 年 10 月 21 日の「情報処理の促進に関する法律」の改正の伴い、新たな国家資格である “ 情報処理安全確保
支援士 ” 制度が創設された。情報処理安全確保支援士は、試験合格後、登録簿への登録を受けることにより資格を
取得できる登録できる登録制の名称独占資格であり、IPA は本制度の登録事務を行うこととなった。制度の正式運
用の開始に伴い、経過措置対象者向けに登録申請の受付を開始した。なお、情報処理安全確保支援士試験については、
2017 年度以降、春期（4 月）と秋期（10 月）の年 2 回実施する予定である。詳細は、IPA ホームページ：https://
www.ipa.go.jp/

ＩＰＡが登録制の新国家資格 “情報処理安全確保支援士 ”の登録可能対象者、申請手続き、資格維持の
方法などを公表

IDCJapan ㈱は、国内 IT サービス市場予測を発表した。国内 IT サービス市場は 2016 年以降も低率ながら成長を
継続し、2020 年には 5 兆 8,062 億円になる見通しである。2015 年～ 2020 年の年間平均成長率は、1.5％と予測してい
る。また、成長のドライバーは、デジタルトランスフォーメーション（DX）に関する支出に移っていくと予測して
いる。たとえば、IoT、デジタルマーケティング、ビッグデータを活用した製品／サービスイノベーション、IT を活
用した新たな事業開発などの案件がそれにあたる。特に 2018 年以降は、こうした案件実現のためのコンサルティン
グ、システム開発、アウトソーシング支出が同市場をけん引していくとみている。ただし、DX が市場に浸透する中で、
国内企業の IT 支出の形態は、これまでのようなシステム開発、アウトソーシングといった IT サービス関連支出から、
クラウド（特に SaaS: Software as a Service）、BPO（Business Process Outsourcing）などの代替サービスへと移って
いくことも予測される。

ＩＤＣＪａｐａｎが国内ＩＴサービス市場予測を発表

NTT コミュニケーションズ㈱は、企業向け通話かけ放題サービス「ビジネスモバイル」を 2016 年 10 月 6 日よ
り提供開始した。本サービスを契約すると、スマートフォンで「ビジネスモバイルアプリ」から発信するか、フィー
チャーフォンで専用の番号（0035-43）をつけてダイヤルするだけで、携帯電話からの国内通話を月額 1,980 円のか
け放題（1 回あたり 120 分、月 300 回まで）で利用できる。特長は、①使い勝手も品質もそのままで、月額 1,980
円のお得なかけ放題。②公私分計が必須の BYOD に最適。③どの携帯電話会社でも利用可能なため、導入が容易。

（URL: http://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2016/20161004.html）

ＮＴＴコミュニケーションズが企業向け通話かけ放題サービス「ビジネスモバイル」の提供を開始

NEC プラットフォームズ㈱は、SMB オフィス、中小規模の流通・サービス業や学校 ICT 向けに、無線不正侵
入を検知・防御する Wireless Intrusion Prevention System 機能付き無線 LAN アクセスポイントを 2016 年 10 月
6 日より発売した。新製品は、米国国防省や金融機関への導入実績があり、業界トップクラスの WIPS 性能を持つ
米国 Mojo Networks 社の特許技術を、国内メーカーとして初めて採用した。高速かつ高精度の WIPS 機能を実現し、
無線不正侵入を検知・防御することで情報漏えいを防ぎ、安心して無線
LAN ネットワークを使用することができる。また、管理コンソールの
利用により、複数アクセスポイントの一括設定や不正検知を “ 見える化 ”
するなど、効率的な管理・運用を実現する。なお、高セキュリティの無
線 LAN アクセスポイントを新規に設置できるほか、既存の無線 LAN
アクセスポイントを活用し、WIPS 機能を追加することにより、現行の
無線 LAN 環境を容易にセキュリティ強化することも可能である。
（URL : https://www.necplatforms.co.jp/company/press/2016/1006.
html）

ＮＥＣプラットフォームズが無線不正侵入を検知・防御するＷＩＰＳ機能付き無線ＬＡＮアクセスポイント
「ＮＡ１０００シリーズ」を発売

NA1000W ／ NA1000A
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㈱日立ソリューションズは、企業や組織で働く従業員の「働き方改革」を支援する就業管理システム「リシテア
Job」の最新版を 2016 年 10 月 17 日から販売開始した。最新版では、スマートフォンやタブレットへ対応した GUI

（Graphical User Interface）で操作性を大幅に向上させた。また、多言語にも対応し、従業員一人ひとりに日次で勤
務実績の入力を促す。また、従業員本人や部下の残業時間、年次有給休暇取得状況を、直感的に把握できる本人向け
トップページと、上長向け通知機能を提供する。これにより、企業や組織は、従業員の日々の勤務状況をリアルタイ
ムに把握できるようになる。
（URL : http://www.hitachi-solutions.co.jp/company/press/news/2016/1013.html）

日立ソリューションズが従業員の「働き方改革」を支援する「リシテアＪｏｂ」最新版を販売開始
～長時間労働の是正や適正な労務管理の実現を支援～

アイホン㈱は、介護施設における記録業務を効率化するソフトウェアである「Notener（ノートナー）」を 2016 年
11 月 15 日に発売した。介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）や有料老人ホームなどの介護施設では、実施した
介護業務の記録を残すことが求められているが、多岐に渡る煩雑な内容の記録は手書きに頼っているのが実態であ
る。また、多忙な介護現場において、介護スタッフが「記録作業」に多くの時間を費やすことは、残業時間増加の
要因にもなっている。本ソフトウェアは、業務記録をタブレットからいつでも簡単に入力できるソフトウェアであり、
業務時間の削減と介護スタッフ間での情報共有を実現する。また、「記録作業時間」の問題を改善することは、介護
スタッフが施設利用者に、寄り添える時間が増えることにもつながり、介護サービスの質の向上が期待されると共に、
労働環境の改善等に役立てると考えている。
（URL : http://www.aiphone.co.jp/docs/newproduct/20161031619.html）

アイホンが介護業務記録ソフトウェア「Ｎｏｔｅｎｅｒ」を発売

TOA ㈱は、カメラシステムによる遠隔監視に加え、カメラ本体の故障検知など、
安心してシステムを利用していただくためのサービス「タウンレコーダー遠隔見守
りサービス」を開始した。本サービスは、TOA ㈱のカメラシステムと組み合わせ
ることにより、パソコンやスマートフォンを通して、遠隔地からリアルタイム映像
の閲覧が可能になる通信契約である。映像だけでなく、音声の遠隔放送にも対応。
カメラで現地状況を確認し、音声で必要な情報を迅速に提供するなどの運用が可能
である。加えて、カメラ設置場所を地図上に表示しワンタッチで見たいカメラを選
択できる機能、機器の動作状態を監視し、異常を検知した場合には施設担当者など
にメールで自動通知するサービスなど、安心してシステムを利用できる。サービス
対象となるのは、カメラによる撮影機能と録画機能が一体化した屋外用カメラシス
テム「タウンレコーダー（型式 G-R301-2）」お問合せ先：営業戦略室　TEL.03-5621-
5768 （URL : http://www.toa.co.jp/products/news/2016/news2016-10-14.htm）

ＴＯＡが通信モジュール内蔵カメラシステムと組み合わせた「タウンレコーダー遠隔見守りサービス」を
開始

屋外ドームカメラ一体型
レコーダー　G-R301-2

㈱キングジムは、テキスト入力に特化したデジタルメモ「ポメラ」の新モデルとして、パソコン版 ATOK と同等
の日本語変換エンジンや、無線 LAN を搭載した「ポメラ」DM200 を 2016 年 10 月 21 日に発売した。本製品は、テ
キスト入力のしやすさを徹底的に追求したモデルで、スピーディーで誤りのない日本語入力を実現するため、本機種
向けに最適化した日本語入力システム「ATOK for pomera［Professinnal］」を搭載した。パソコン版 ATOK と同等
の高性能な日本語変換エンジンの搭載により誤変換が削減でき、語彙数も従来の約 3 倍になったためスムーズな変換
が可能になった。さらに「ポメラ」シリーズで初めて無線 LAN を搭載し「ポメラ」で作成した文章をメールで送信
したり、iPhone や Mac に標準搭載されているメモアプリと同期して双方向で文章編集したりすることが可能である。

（URL：http://www.kingjim.co.jp/news/release/detail/_id_21119）

キングジムがポメラ専用の新「ＡＴＯＫ」搭載により変換精度が向上し、無線ＬＡＮにも対応した新機種
デジタルメモ「ポメラ」ＤＭ２００を発売
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㈱アイ・オー・データ機器は、Wi-Fi ストレージ「WFS-SR01」（2013 年販売開始）において、セキュリティの脆弱
性が確認され、現在対策に向けて調査を進めている。それまでは、下記の対応実施のお願いを公表した。

対象商品：商品名　Wi-Fi ストレージ「WFS-SR01」2013 年 9 月販売開始。内容：ポケットルーター機能を利用の際に、
セキュリティの脆弱性のあることが確認された。この為、ポケットルーター機能を利用中に、遠隔の第三者によって
当該機器上で任意のコマンドを実行される可能性や、挿入された SD カード等へ不正にアクセスされる可能性がある。
なお、スマホやタブレットと「WFS-SR01」を Wi-Fi で直接接続して利用する場合や、モバイルバッテリーとして利
用する場合は、この脆弱性による影響は無く、安心して利用できる。対応方法：後日、ファームウェアアップデート
により対策予定。準備ができ次第、ホームページよりフォームウェアのダウンロード方法などを案内する。なおファー
ムウェアアップデートまでの間は、ポケットルーター機能を利用しないように注意している。【サポートセンター】
TEL:050-3116-3017（9:00 ～ 17:00 月～金　祝祭日を除く）

アイ・オー・データがＷｉ－Ｆｉストレージ「ＷＦＳ－ＳＲ０１」セキュリティの脆弱性を注意喚起

㈱ ICT 総研は、SIM フリースマートフォンの端末品質調査の結果を発表した。本調査は、電池性能やネット接続
の快適さ、CPU 性能など、11 項目を実測調査し、その性能を比較した。調査対象としたスマートフォン端末は、21
種類。LTE 通信する際には、ワイモバイルの SIM を利用した。調査期間は 2016 年 10 月 15 日から 11 月 1 日まで。
①最も長時間使用できるスマホは、ZenFone Max。最大輝度で電池消費時間は 752 分。② Web や動画接続が最も
快適なスマホは、HUAWEI P9。Web4.0 秒。動画 1.8 秒。LTE 通信速度が速いスマホは、ZenFone Selfie、ZenFone 
Zoom。昼夜の差も少ない。端末の処理性能のスコアが最も良いスマホは、HUAWEI P9。ZenFone 3 がこれに続く。

ＩＣＴ総研が２０１６年１１月ＳＩＭフリースマートフォン端末の品質調査を発表

パナソニック㈱エコソリューションズ社は、お客様が安心して LED 電球を購入、使用できるように、2016 年 12
月から新たに、保証制度を導入した。具体的には、対象製品を購入した日から 5 年間、不点灯などの故障があった場
合は、無料で代替品を交換する。故障品の交換は、2016 年 12 月 1 日より新設する LED 電球専用窓口（フリーダイヤル・
ウェブ）や、購入した販売店にて受付する。対象となる製品：LED 電球（口金 E26・E17・E12・E11）。すでに購入・
使用している製品も対象。保証期間：製品購入日より 5 年間。購入日は保証書やレシートで確認するが、これらが無
い場合は、製造年月より 5 年間。製造年月は LED 電球に印字されている製造ロット番号で確認する。【LED 電球専
用窓口】フリーダイヤル：0120-878-195（受付時間 9 時～ 20 時、年中無休）
（URL：http://sumai.panasonic.jp/support/repair/lighting/led/index.html）

パナソニックがＬＥＤ電球に保証制度を導入　～安心の５年間保証・受付の専用窓口を新設～

OKI は、300m 先に飛来するドローンの探知が可能な「デュア
ルパラボラ型指向性音響センサー」を開発し、「ドローン探知シ
ステム」のラインアップとして 2016 年 11 月 15 日より販売開始
した。今回開発した「デュアルパラボラ型指向性音響センサー」
は、ドローンの飛行音を 2 本のマイクロフォンとパラボラで収
集して音源位置分析を行い、探知距離 300m を実現した。また、
音響センサーの設置環境に応じた背景雑音除去機能、感度調整
機能を新たに加え、騒音下にある環境での探知性能向上を図り
ました。これにより、最小構成を組み合わせることで高性能な
全方位での探知を実現する。さらに、お客様からの要望に応じ
たカメラシステムと連携するオプションも用意し、映像による
確認も行えるほか、映像録画や侵入履歴の記録を残すなど、監
視用途を広げた運用も行えるようにした。（URL : http://www.
oki.com/jp/press/2016/11/z16046.html）

ＯＫＩが空中音響技術を利用した「ドローン探知システム」のラインアップを強化し、探知距離300ｍを
実現　～騒音化での探知性能の向上と合わせて、高性能な探知を可能に～

デュアルパラボラ型指向性音響センサー
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NEC ソリューションイノベータは、鉄道やショッピングセンターなどの不特定多数が利用する施設に届けられた
落し物・忘れ物（遺失物）の管理を支援する「NEC 遺失物管理ソリューション」を 2016 年 11 月 7 日より提供開始した。
本ソリューションは、遺失物法に準拠し、より正確な遺失物情報を一元管理することで、遺失物の検索性を向上さ
せることが可能になる。これにより、施設管理者の検索負荷軽減や遺失者へ保管している遺失物の所在を迅速に提
供することを支援する。さらに、クラウド型を利用する場合、複数の企業間で遺失物情報を共有することができる
ため、隣接する施設間などで遺失物情報を相互に検索することが可能になる。また、施設に届けられた遺失物の受付、
保管および警察への提出などの施設担当者が行う一連の業務をサポートする。
（URL : http://www.nec-solutioninnovators.co.jp/press/20161107/index.html）

ＮＥＣソリューションイノベータが「ＮＥＣ遺失物管理ソリューション」を提供開始
～施設内の「落し物・忘れ物」の管理をサポート～

トレンドマイクロ㈱は、国内の法人組織が直面するサイバー攻撃に対して、現場のセキュリティ担当者が、ま
ずどのような対応を取るべきか方策をまとめたガイドブック『すぐ役立つ！法人で行うべきインシデント初動対
応～「不審な通信」その時どうする～』を 2016 年 11 月 1 日に公開した。本書は、現在の法人組織を狙ったサイバー
攻撃の傾向を鑑み、万が一自組織が攻撃を受けた場合に、インシデントに直接対応するセキュリティ担当者が最
低限行うべき対応方法を参照していただくものである。本書では、対策プロセスにおける「検知／連絡受付」、「ト
リアージ（対応の優先順位を決めるプロセス）」、「インシデントレスポンス（イアンシデント対応）」、「報告／情
報公開」の 4 段階のうち、初期段階で重要な「検知／連絡受付」、「トリアージ」、「インシデントレスポンス（イ
ンシデント対応）」においてセキュリティ担当者が行うべき実践的な対策について解説している。本書の巻末では、
セキュリティ担当者が自組織の対策実施状況の課題を明確化するために利用できる、32 項目による対策チェック
リストも提供している。『すぐ役立つ！法人で行うべきインシデント初動対応～「不審な通信」その時どうする～』
全文：http://www.go-tm.jp/ir-guide

トレンドマイクロが法人組織向けサイバー攻撃対策ガイドブックを無償公開
～サイバー攻撃対策でまず実施すべき実践的対策について解説～

カシオ計算機㈱は、ゴルフスイングの分析に役立つウェアラブル
センサー「CMT-S10G」を 2016 年 12 月 16 日より発売した。本製品は、
加速度センサー、方位センサー、ジェイロセンサーを搭載しており、
付属のクリップアタッチメントで腰に取り付けてスイングをすると、
前傾・回転・水平の 3 方向の角度が計測できるゴルファー向けウェ
アラブルセンサーである。計測値と体幹の動きを表すグラフィック
は、リモート撮影用アプリ「EXILIM Connect for GOLF」及び、再生・
分析用アプリ「EXILIM Analyzer for GOLF」をダウンロードしたス
マートフォンやタブレットで確認できる。（URL : http://www.casio.
co.jp/release/2016/1122_cmt_s10g/）

カシオ計算機がゴルフスイングのフォームを計測するウェアラブルセンサーを販売開始

富士通㈱は、病院の通信に関する利便性を向上する医療機関向けソリューション「FUJITSU ヘルスケアソリュー
ション HOPE Life mark- コンシェルジュ（ホープ ライフマーク コンシェルジュ）」を 2016 年 11 月 28 日より販売
開始した。本ソリューションは、電子カルテシステムと連携することで、患者は診察状況や予約情報などをスマー
トフォンで随時確認できるため、診察までの待ち時間を有効活用することや診察忘れを防止することができる。ま
た、スマートフォンを所有する患者が、病院の入り口や各診療科の待合室に設置されたビーコンの近くを通ること
で、来院の自動受付や、診療科からの特有のお知らせの配信などを受けることが可能になる。
（URL : http://pr.fujitsu.com/jp/news/2016/11/28.html）

富士通が患者の通院を支援するヘルスケアソリューションを販売開始　
～スマートフォンで自動受付や診察順の把握が可能に～

CMT-S10G
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特集

一般財団法人日本データ通信協会では、継続的に修得すべき知識および技術等を工事担任者に対して提
示する必要性から、有識者、関係各企業、団体等から選出された方々により「工事担任者スキルアップガ
イドライン委員会」を平成17年に発足し、「工事担任者スキルアップガイドライン」を制定しています。
本特集では、「工事担任者スキルアップガイドライン（2016年度版）」より一部抜粋してご紹介をいたし
ます。詳細は、一般財団法人日本データ通信協会ホームページをご覧ください。
（URL:http://www.dekyo.or.jp/engineer/guideline/index.html）

日本データ通信協会「工事担任者スキルアップ
ガイドライン（２０１６年度版）」のご案内

■平成 28 年版 情報通信白書の目次

１．本ガイドラインの目的とスキルアップの考え方
　　①背景
　　②目的
　　③資格の種類とスキルアップの考え方
２．工事担任者の義務
　　①工事担任者の努力義務の考え方
　　②求められる工事担任者像
　　③新工事担任者の目指す方向
　　④旧工事担任者の目指す方向
３．工事担任者の求められる分野と知識・技術
　　①工事担任者の修得すべき分野
　　②修得すべき知識・技術の内容
４．ガイドラインの運用
　　①ガイドラインの改定
５．認定資格の設定と運用
　　①認定資格設定の趣旨

　②認定資格「情報通信エンジニア」の位置づけ
と範囲

　　③認定資格の種類等
　　④認定対象者の条件

　⑤資格の認定方法と情報通信エンジニア資格者
証の交付

　　⑥更新研修
　　⑦情報通信エンジニア認定研修
　　⑧上位資格認定
　　⑨情報通信エンジニア保有状況の公表
６．情報通信エンジニアのスキルアップについて
　　①ガイドラインと情報通信エンジニアの関係

　②情報通信エンジニアのスキルアップに対する

証明
　　

　・2017 更新研修テキストの目次
　・工事担任者スキルアップガイドライン委員会

メンバー
　・工事担任者スキルアップガイドラインワーキ

ングメンバー
別冊　分野別要件整理表＜ビジネス＞＜ホーム＞統

合版

■本ガイドラインの目的とスキルアップの考え方

◇背景

　「電話の時代」から「ブロードバンド・IP の時代」
へと電気通信サービスが急速に変化していることに
伴い、電気通信回線設備や端末設備とこれを取り巻
く通信関係技術が大きく変化・進展しつつある中で、
工事担任者資格制度は、昭和 60 年度の制定から小幅
な改正にとどまっていたため、平成 17 年度に制度内
容の抜本的な見直しが行われました。
　その中で、工事担任者規則第 38 条 2 項において「資
格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関
する知識及び技術の向上を図るよう努めなければな
らない」という、いわゆる「努力義務規定」が設け
られ、工事担任者に対し常に知識・技術等の向上を
図り、更に新しいネットワーク時代の技術ニーズに
応えられるよう努力することを求めております。

◇目的

　本ガイドラインは、こうした努力義務規定を踏ま
えつつ、更にワンストップ * でお客様のご要望に対応



9

できる技術者を目指すためには、具体的にどのよう
な知識・技術等を修得すべきかを明示しました｡
　お客様サービス及び工事品質の向上に向けて、工
事担任者自身がこのガイドラインを活用して、最新
の知識・技術の修得に努め、日々研鑽することでス
キルアップを図ることが望まれます｡

＊「ワンストップで‥対応できる」とは
工事に際してお客様のご要望を理解し、必要
により問題点の指摘、改善提案などができる
知識・技術を保有し、かつ、適切な対応、処
置が自己完結的にできること

◇資格の種類とスキルアップの考え方

　工事担任者資格制度改正後の資格の種別は、いわ
ゆるナローバンドアクセス系の端末設備技術に対応
する AI（アナログ・ISDN）種とブロードバンドアク
セス及び IP 系の端末設備技術に対応した DD（デジ
タル・データ）種および両方を含む AI・DD 総合種
であります。
　さらに工事の範囲に対応し、AI 種（第 1 種～第 3
種）、DD 種（第 1 種～第 3 種）、AI・DD 総合種の 7
種類が設けられ、それぞれにおいて試験科目の範囲
が異なることから資格の種類毎に目指す方向を定め
ることとしました。
　工事担任者スキルアップガイドライン委員会では

理想とする工事担任者の人物像を「お客様の要望に
対しワンストップで応えることができる知識・技術
を有した工事担任者」と設定し、資格毎に理想とす
る工事担任者へ向かう方向を示しました。その基本
的な考え方は以下のとおりです。

（1）AI 種

　現在の科目修得範囲はレガシー領域であるナ
ローバンドの知識が主な内容であり、今後拡大
するブロードバンド・IP の知識修得のため DD
種を目指すものとする。

（２）DD 種 /AI・DD 総合種

　最新の技術・知識を維持しつつ、工事に必要
な専門技術はもとより情報通信分野以外の必要
な知識・技術のスキルアップを図ることにより
お客様の要望に対しワンストップで対応できる
ことを理想とする工事担任者を目指す。

■工事担任者の義務

◇工事担任者の努力義務の考え方

　工事担任者スキルアップガイドライン委員会にお
いては工事担任者規則第 38 条 2 項の努力義務につい
て、単に国家試験範囲の知識のアップデートにとど
まらず、お客様の要望に対しワンストップで応える
ことを理想とした工事担任者を目指すためのもので
あり、専門である情報通信分野のみならず工事実施

（図1）工事担任者のスキルアップの考え方
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に当たって関連する分野の知識・技術の修得までを
対象とし、日々のスキルアップを目指すものと捉え
ています。

■工事担任者の求められる分野と知識・技術

◇工事担任者の修得すべき分野

　ガイドライン策定にあたっては、お客様に対しワ
ンストップで対応できることを理想とした工事担任
者が修得すべき要件を洗い出し、表1の 5 つの分
野に整理しました。なお、今年度の当委員会におい

て分野等の見直しを検討しましたが、現行のカテゴ
ライズで工事担任者が具備すべき要件を十分満たし
ているため昨年度の分野を踏襲することとしました。
洗い出した内容全体は、かなり内容の濃いものとなっ
ておりますので、基本的に修得が必要なものに絞り
込んで分野別要件整理表をまとめました。従って、
理想とした工事担任者の修得すべき要件については
今後も、順次追加していくこととします。なお、各
分野における基本的な考え方を以下に示します。

分野 基本的考え方

Ａ : 情報通信 資格の専門分野として試験範囲にとどまらず、最新の動向・概要を始め工事に関わ
る新技術及び実技について修得する

Ｂ : コンピュータ

ビジネスユースにおいては最新機器・システムの知識・技術等の保有が望ましく、
また、ホームユースについては工事等を実施するための旧バージョンを含めた幅広
い端末・ソフトの知識を保有することが望ましいが、最低限の操作及び設定知識等
について修得する

Ｃ : 電力 ･ 電気 工事実施にあたって適切なアドバイスができる最低限の知識を保有し、家庭内配線
においては簡易なものの同時工事が望ましいが、修得要件を設定しない

Ｄ : 情報セキュリティ
ユーザが構築或いは利用するシステム・ネットワークの信頼性の向上、セキュリティ
確保、効率性の向上、リスク回避等のアドバイスができることが望ましいが、特に
重要とされる情報セキュリティに関わる知識・技術について修得する

Ｅ : 設計・施工管理

ビジネスユースにおいては大規模システム等の工事において、一連の流れについて
自ら実践できる能力を持ち、且つ現場関係者を指導しながら工事を円滑に完了させ
ることができること、ホームユースについてはお客様の要望にワンストップで対応
できることが望ましいが、特に重要となる安全関係知識について修得する

（図2）努力義務に基づくスキルアップの方向性

（図2）努力義務に基づくスキルアップの方向性

表１．工事担任者が修得すべき分野
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◇修得すべき知識・技術の内容

　上記考え方に基づき、工事担任者が修得すべき知
識及び技術（実技含む）について、各分野を更に上
記の表2の分野細目まで分類・整理し、まとめたも
のが「分野別要件整理表＜ビジネス＞＜ホーム＞統
合版」です。今回の「分野別要件整理表」の改定に

あたっては、要件項目の追加を中心に、重複等の再
整理を実施しました。
なお、詳細項目の更に詳細な内容については（一財）
日本データ通信協会のホームページに記載しており
ます。新たに追加する要件を表3に示します。

分野 基本的考え方

Ａ : 情報通信 資格の専門分野として試験範囲にとどまらず、最新の動向・概要を始め工事に関わ
る新技術及び実技について修得する

Ｂ : コンピュータ

ビジネスユースにおいては最新機器・システムの知識・技術等の保有が望ましく、
また、ホームユースについては工事等を実施するための旧バージョンを含めた幅広
い端末・ソフトの知識を保有することが望ましいが、最低限の操作及び設定知識等
について修得する

Ｃ : 電力 ･ 電気 工事実施にあたって適切なアドバイスができる最低限の知識を保有し、家庭内配線
においては簡易なものの同時工事が望ましいが、修得要件を設定しない

Ｄ : 情報セキュリティ
ユーザが構築或いは利用するシステム・ネットワークの信頼性の向上、セキュリティ
確保、効率性の向上、リスク回避等のアドバイスができることが望ましいが、特に
重要とされる情報セキュリティに関わる知識・技術について修得する

Ｅ : 設計・施工管理

ビジネスユースにおいては大規模システム等の工事において、一連の流れについて
自ら実践できる能力を持ち、且つ現場関係者を指導しながら工事を円滑に完了させ
ることができること、ホームユースについてはお客様の要望にワンストップで対応
できることが望ましいが、特に重要となる安全関係知識について修得する

分野 細　　目

Ａ : 情報通信

ネットワークの技術
（ＩＰネットワーク／ブロードバンドネットワーク）
端末設備の技術

（ＩＰネットワーク／ＬＡＮ／ＰＬＣ／
電波妨害・雷サージ対策／最新技術の動向）
接続工事の技術＜実技含む＞

（ブロードバンド／ＬＡＮ／
ＩＰボタン電話装置・ＩＰ電話用構内交換設備など／
ホームネットワーク）

Ｂ : コンピュータ
ハードウェア＜実技含む＞
ＯＳ＜実技含む＞
ＡＰ＜実技含む＞

Ｄ : 情報セキュリティ
情報セキュリティ関連法規
情報セキュリティの技術
個人情報保護

Ｅ : 設計・施工管理

安全管理＜実技含む＞
品質管理
工事管理
保守運用
法令等

分野 細　　目 項　　目 詳細項目

Ａ : 情報通信

ネットワークの技術
（ブロードバンドネット
ワーク）

ネットワークの技術の
最新動向

（無線伝送技術の動向）

　LTE の概要
・CA（Carrier Aggregation）
・VoLTE（Voice over LTE）

　IoT（Internet of Things）
/M2M（machine-to-machine）

　MVNO

端末設備の技術（LAN） ホームネットワークの
最新動向

　ホーム ICT の概要
・宅内無線方式（BLE、

EnOcean）

Ｂ : コンピュータ関連 AP ネットワーク接続設定 Microsoft Edge に関する基本
知識

表２．「分野別要件整理表＜ビジネス＞＜ホーム＞統合版」細目一覧

詳細は「分野別要件整理表＜ビジネス＞＜ホーム＞統合版」参照

表３．「分野別要件整理表＜ビジネス＞＜ホーム＞統合版」新規追加要件一覧

詳細は「分野別要件整理表＜ビジネス＞＜ホーム＞統合版」参照
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ビジネスのデジタル化が進展することで､ 企業の
ネットワークインフラ構築を主力事業とする SIer の
事業環境はどう変わるのか。
　デジタル化の 1 要素といえる業務システムのクラ
ウド化は､ すでに SIer のビジネスに大きな影響を及
ぼしている。IT インフラ投資の需要が、オフィス内
からデータセンター（DC）へと移っているのだ｡ ネッ
トワーク設備も例外ではない。
　2015 年末に IDC Japan が発表した国内データセン
ターネットワーク機器市場予測によれば、イーサネッ
トスイッチ､ ADC､ WAN 最適化、InfiniBand からな
る同市場の規模は､ 前年比 9.4％増の 836 億 1400 万円
と大幅に成長。ネットワーク機器市場全体が低成長
市場であることから考えれば、ネットワーク構築の
需要は一般的な企業 LAN で減る一方､DC ネットワー
クで増大する対照的な動きとなっていることが明ら
かだ。

■ NI ビジネスにもサービス化の波
この傾向は今後も継続するはずだ｡ だが､ 成長市

場とはいえ､ DC ／クラウド向けのインフラ構築ビジ
ネスを中堅中小規模の SIer が手がけるのは難しい。
　加えて､ 企業 LAN ／ WAN では､ SI 需要が量的
に減少するだけでなく、質的変化も起きている。ネッ
トワーク機能の調達方法が ｢サービス化｣ している
のだ｡ 専用アプライアンスを購入するのではなく、
クラウドサービスとして提供される機能を利用する
形態へ移行している。クラウド型 Wi-Fi や SD-WAN
がその代表例だ。
　こうしたソリューションでは、ユーザーは無線
LAN アクセスポイント（無線 AP）や CPE（宅内
通信機器）といった、ネットワーク接続に最低限必
要な機能のみを備えたハードウェアを宅内に設置し、
クラウドから提供される付加価値機能（認証､ アク

セス制御やファイアウォール機能等）を必要に応じ
て利用する。
　今後、こうしたネットワークのサービス化はさら
に加速するはずだ。
　なぜなら、ビジネスと IT が密接に融合するデジ
タル化の時代､ ユーザーは “ サービスとしてのネッ
トワーク ” を利用することでコストを最適化し、か
つ、ビジネスの要件に即応して素早く変化させられ
るネットワークを求めているためだ。

■メーカーもデジタル戦略鮮明に
　ネットワーク機器メーカーもデジタル化に対応す
べく、戦略転換を進めている。
　10 月 12 日に新事業年度の戦略発表を行ったシスコ
システムズは、「お客様のデジタルビジネス支援」を
柱の 1 つに掲げた。
　鈴木みゆき社長は ｢特にクラウド戦略に注力する｣
方針を強調。8 月からスタートしている新事業年度は、
①クラウド事業者向けの新たなクラウド技術の提供
と､ ②エンドユーザー向けにシスコ自身が提供する
クラウドサービスの拡充の 2 軸でクラウド戦略を強
化する。
　①クラウド技術の提供については、パブリックク
ラウドやプライベートクラウド､ SaaS/PaaS/IaaS な
ど様々な形態のクラウドを組み合わせる ｢ハイブ
リッドクラウドを管理するための包括的なプラット
フォームを提供する｣（執行役員 CTO の濱田義之
氏）。データセンターとクラウド全体の動きを可視化
し、効率的に運用できるようにするアーキテクチャ
によって､ 顧客企業のデジタルビジネスを支援する
という。
　②については、クラウド型コラボレーションサー
ビス ｢Cisco Spark｣ や、ネットワーク機器の機能を
クラウドから管理する ｢Cisco Meraki｣ などを軸にセ

業界特集

企業LAN/WANの構築を事業の柱とするSIerのビジネスもデジタル化の波の前で変革を余儀なくされる｡ 今
こそ｢モノ売り ･工数依存｣のビジネスから脱却するときだ。

文◎坪田　弘樹（テレコミュニケーション）

ネットワーク系ＳＩｅｒのデジタル変革
～今こそ「モノ売り」から脱却～
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キュリティや IoT 向けのサービスも強化する。
　また、ソリューション提供に関して鈴木社長は、｢
ハードを売る会社からサービスを売る会社への転換｣
も打ち出した。｢サブスクリプションモデルやソフト
ウェアをバンドルした製品の販売を強化する｣ という。
　HPE Aruba が 9 月 に 発 表 し た 新 戦 略 ｢Aruba 
Mobile First Platform｣ も､ デジタル化を強く意識し
たものだ。
　Aruba Mobile First Platform とは、ネットワークイ
ンフラと上位の IT/ クラウドサービス、業務アプリ
ケーションとの連携を深めることで､ 新たな価値を
創出することを目的としている。図表のように、ネッ
トワークインフラから得られるデバイスやユーザー
に関する情報を､ API を介して､ 上位の IT サービス
や業務アプリから利用できるようにする。これによ
り、ユーザー属性やデバイスの種類、位置情報､ 利
用しているアプリといったネットワークの ｢コンテ

キスト情報｣ を使って､ アプリ／サービス側からネッ
トワークを制御できるようになる。
　HPE Aruba の狙いは、このプラットフォーム上で
付加価値の高いソリューションを開発･提供するパー
トナーを自社のエコシステムに呼び込むことにある。 
API を公開することでデジタル上のビジネスとビジ
ネスをつなぎ､ 単独では作り出せなかった価値を創
出する ｢API エコノミー｣ によって､ 新たな成長軸
を作り出そうとしているのだ。

■モノ売り ･ 工数依存から脱却
　このような時代に対応するため、SIer はどうすれ
ばよいのか。
　SIer は従来ハードウェア､ つまりモノと､ 設計 ･
構築作業という ｢工数｣ を売ってきた｡ そうした収
益モデルがいずれ崩壊することはかねてから指摘さ
れてきたところだが､ 前述のようにネットワークの
調達方法がサービス化することで､ その速度はさら
に早まるだろう。
　今後は SIer も、モノや工数を売るのではなく、顧
客に対して価値を提供して対価を得るビジネスモデ
ルヘと転換しなければならない。クラウドや IoT と
いったテクノロジーを活用することで､ SIer が自社
の強みである技術力､ 設計 ･ 構築力や運用保守のノ
ウハウをデジタル化し、その価値をサービスとして
売る事業モデルを確立するのだ。
　具体的にどう変わればいいのか。
　ハードウェア販売をベースとする従来型の SI ビジ
ネスは､ ①機器販売のマージンと、②案件ごとに行
う設計 ･ 構築作業の対価（SI 費）、そして③運用保守
料を収益源としていた。なお、①②は利益率が低く、
それを利益率の高い③でカバーするのが一般的な構

（図表）Aruba Mobile First Platform

新年度事業戦略の柱の1つとして「お
客様のデジタル変革の支援」を掲げた
シスコシステムズ・鈴木みゆき
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造だ。
　冒頭のように市場環境が変化することで､ ①②は
案件数 ･ 単価ともに減少し、それにより③の収益も
減る。ユーザーが必要な機能を必要な期間だけサー
ビスとして利用するようになれば､ ①機器／サービ
スの販売マージンは小さくなり、②の工数でも稼げ
なくなる｡ 加えて､ ③運用保守は自動化／サービス
化が急速に進み、旧来のようなオンサイト保守で高
額なサポーﾄ料を得ることは不可能になる。

■デジタル技術で業務プロセス変革
　だが､ ②設計 ･ 構築と③運用保守をデジタル化す
れば、コストを劇的に削減し、短い期間でより多く
の案件をこなし、利益率を高めることが可能だ。
　例えば､ ②設計 ･ 構築作業のデジタル化としては、
機器の設定を構築現場で逐一行うのではなく､ 予め
用意した設定情報を自動的に機器に入力する仕組み
を使って作業を効率化する手法がある｡ 現場で機器
をインターネットに接続するだけで、クラウドから
自動的に設定を流し込む ｢ゼロタッチプロビジョニ
ング｣ と呼ばれる仕組みだ。
　特殊な要件が発生した場合でも、クラウド上の管
理システムや､ 拠点に設置された機器に遠隔からロ
グインすれば迅速に対応できる。
　ユーザーにとってはすぐに機能が使える利点があ
り、SIer 側も作業負荷を大幅に軽減できる｡ 構築現
場に技術者を派遣し、一から作業を行う必要がなく
なるため、低コストかつスピーディに SI を行える｡
デジタル技術を使うことで､ SE が待つネットワーク
設計や設定作業の技術 ･ ノウハウを、より多くの現
場に適用できるようになるのだ。
　③運用保守も同様にネットワーク経由で遠隔から
設定変更や機能追加、メンテナンスを行うようにす
れば、作業を効率化 ･ 白動化できる。
　また､ IoT の考え方を取り入れ､ ネットワーク／
セキュリティ機器の稼働ログを常時収集し、故障や
障害をいち早く検知したり、ユーザーの利用状況を
分析するといったアプローチも有効だ｡ 実際の利用
状況に合わせて、ネットワークの帯域や機能を改善
する提案を行うといったことも可能になる。これも、
デジタル化による新たな価値提供と言えるだろう。

■クラウド Wi-Fi で変わる SI 業務
　具体例を紹介しよう。ユーザー拠点には無線 AP
のみ設置し、その管理をクラウド側から行うクラウ

ド Wi-Fi の例だ。
　 サ ン コ ー テ レ コ ム は、 こ の 仕 組 み を 持 つ 米
Aerohive 社の無線 LAN ソリューションの代理店だ｡
同社のリセラーには、これまで無線 LAN コントロー
ラ設置型の無線 LAN 製品を販売してきた SIer も多
いが､ Aerohive の取り扱いを始めてから、｢非常に
短い期間と工数でビジネスを展開できるようになっ
たという声が挙がっている｣ と、サンコーテレコム ･
ソリューション営業部部長の山道幸夫氏は話す。無
線 LAN 構築に精通した熟練の SE なら ｢従来の 20％
の期間 ･ 工数でできる｣ ほど､ 作業が効率化されて
いるという。
　従来型の無線 LAN は ｢サイジングが難しく、高度
なスキルを待った熟練 SE を現場にアサインしないと
いけなかった。コントローラの容量や、どこに配備
するのか誰が管理するのかなど考える要素も多い（同
氏）。さらに将来的な拡張も考慮すると､ AP とコン
トローラのライセンス費の計算も複雑になる。｢SE
コストがかなりかかる｣ のだ。
　クラウド Wi-Fi になるとそれが変わる。
　無線 LAN コントローラが存在しないため構成要素
が少なく、現時点で必要な AP 数によって購入する
ライセンス数を決めるだけでよい。
　導入現場の作業も ｢以前はチーフ SE レベルでしか
できなかった設定が若い SE でもできるようになる｣。
もし現場の SE が対応できない事態が生じても、遠隔
から熟練 SE が管理システムにログインしてサポート
できるからだ。
　山道氏は ｢このような仕組みを採用することで、
SI の仕事のやり方を見直すチャンスができる｣ と話
す。これまではユーザー拠点内に場所を借り、熟練
SE を派遣し、多くの時間をかけて作業を行っていた
が、クラウド Wi-Fi では ｢設定する人 ･ 場所､ 時間
が変わる｣ のだ｡ ｢導入の仕方や工数､ プロセスを変
え、製品以外の部分のコストを変えることができる｣
と同氏は語っている。

サンコーテレコム
ソリューション営業部
部長
山道幸夫氏
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■“クラウドネイティブ”を選べ
　このように顧客が求めるネットワーク機能やその
利用環境を迅速かつ適正なコストで実現することで
価値を提供する形態へとビジネスを転換していくな
かで､ 鍵となる点が 2 つある。
　1 つは、サービス提供基盤の作り方 ･ 選び方だ｡ 今
や､ ネットワーク機能をクラウド型で提供するサー
ビスはいくつもあるが､ その仕組みは一律ではない｡
クラウドからのサービス提供を前提としたアーキテ
クチャを備える “ クラウドネイティブ ” な仕組みのも
のを使うことが重要だ。
　具体的には､ 1 つのサーバーソフトウェアを複数の
ユーザーで共用できるマルチテナント管理に対応し
ていることが必須条件となる。
　クラウド Wi-Fi や､ セキュリティ機能をネットワー
ク経由で提供するクラウド型マネージドサービスの
中には、オンプレミス型を前提に作られた専用ハー
ドウェアやソフトウェアを DC にホスティングし、
その機能をネットワーク経由で提供しているものも
少なくない｡ だが､ それでは顧客企業ごとに専用シ
ステムをクラウド上に構築しなければならず、コス
ト効率が悪化する。1 サーバーに複数のユーザーを収
容し、個別管理できるマルチテナント型ならば､ ユー
ザーの増減に合わせて投資を適正にコントロールし
やすくなる。
　また、ライセンス体系も同様にクラウドネイティ
ブである必要がある。

エンドユーザーが利用する機能 ･ 期間に応じて、
コストとなるライセンス費を適正に調整できなけれ
ばならない。
　例えば､ 将来的に 1000 ユーザーの利用を見込む場
合､ オンプレミス型前提の製品を使うと、1000 ユー
ザー分の容量を持つ装置とライセンスを最初に購入
する必要があり、初期投資は膨大なものとなる。
　一方、クラウドネイティブな製品では、実際にエ
ンドユーザーが機能を利用するごとにライセンス費
が発生するサブスクリプション型（期間契約型）、あ
るいはコンサンプション型（消費型）のライセンス
モデルを採用している。こうした仕組みによって､
最初は DC 内に小規模な仮想環境を用意することで
低コストにサービス提供基盤が用意でき、ユーザー
が少ない初期段階でも利益が出せるようになる。

さらにユーザー数の増加に応じてスケールもしや
すい。

■デジタルビジネスは ｢別会社で｣
　もう 1 つのポイントは､ SIer の経営や組織体制に
関わるものだ。
　SIer の動向に詳しく、『システムインテグレーショ
ン再生の戦略～いま SIer は何を考え、どう行動すれ
ばいいのか ?』（技術評論社刊｡ 後藤晃氏との共著）
の著者である、ネットコマース代表取締役の斎藤昌
義氏は ｢物販および SI 工数で稼いでいた収益の構造
を、サービスで価値を提供する収益モデルに根本的
に変えていかなければならない｣ と話すが､ そこに
は ｢非常に大きなハードルがある｣ と指摘する。

上記のようなデジタル化を進めることで､ SIer の
ビジネスはフロー型からストック型へとシフトする
ことになり、一時的に売上の減少が起こることだ。
　当然、ユーザーが順調に増えれば ｢利益を急カー
ブで伸ばすことは可能｣（同氏）である｡ サービス提
供のプロセスを自動化することで、さらなるコスト
ダウンもできる｡ 従来の SI ビジネスと比べて ｢大き
なキャッシュを生み出す可能性はある｣。
　ただし､ 斎藤氏がここで課題として挙げるのが「売
上を経営評価の軸にしている金融機関や株主の説得
が難しい」点だ｡  SIer 自身も含め､ 利益逓増型のビ
ジネスモデルヘの変化を許容できるかが問われる。
　もう 1 つ ｢業績評価の考え方が変わる｣ ことも見
逃せない課題だ｡ 開発 ･ 機能改善のやり方とスピー
ド､ 販売手法など､ 従来型のソリューションとは業
務プロセスがまったく異なるため、｢必要な人材 ･ ス
キルも、意思決定のプロセスも給与体系も変える必
要がある｣。
　同氏が提示する解決策は ｢別会社を作れ｣ だ｡ ｢旧
来の組織体の中でこの新しいビジネスを育てるのは
難しい｡ 別会社 ･ 組織を作り、そこに投資して人材
も移していく｣ ことが早道だという。

（出典：テレコミュニケーション November 2016）

ネットコマース
代表取締役
斎藤昌義氏
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IT構築・運用サービスのパートナーをお探しの皆様へ

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

詳しい内容につきましては、
下記お問い合わせ先までご連絡ください。

①サーバ・クライアント構築
Windows・Linuxサーバー

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

④技術者スクール
大手キャリアの研修センター
で定例コースを担当する他、
お客様のニーズにあわせた
研修を行っております。

②ネットワーク構築
ネットワーク機器の設置・設定
から、LAN工事に至るまで、

物理層全般に渡る設計・施工
をご提供いたします。

③IT運用・保守サポート
システム導入後のメンテナ
ンスサポート・障害対応・改
善提案をご提供いたします。

インフラ設計・構築・保守まで一括サポートいたします
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委員会・理事会等模様

平成28年度第1回業務委員会模様
１．日時　　　平成 28 年 9 月 21 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 7 対地接続）
３．出席者　　今井秀昭委員長、石田延章委員、恒川純次委員、
　　　　　　　田中優治委員、吉川正明委員、麓譲委員、
　　　　　　　阿部准定委員、加島章義委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）光コラボ事業「ITCA 光」の取組み拡大について
　　・関東の取組み状況
　　・九州、四国の検討状況

（2）経営セミナーの開催検討について
（3）28 年度委員会名簿
（4）その他

平成28年度第2回業務委員会模様
１．日時　　　平成 28 年 10 月 18 日（火）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 9 対地接続）
３．出席者　　今井秀昭委員長、石田延章委員、恒川純次委員、
　　　　　　　吉本幸男委員、吉川正明委員、麓譲委員、
　　　　　　　阿部准定委員、加島章義委員、酒井康彦委員
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）光コラボ事業の取組み・検討状況
（2）LAN 認定状況及び今後の取組み
（3）オフィスリンク取組み状況
（4）その他

平成28年度第2回教育委員会模様
１．日時　　　平成 28 年 10 月 25 日（火）
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 6 対地接続）
３．出席者　　藤田義明委員長、長谷川浩正副委員長、
　　　　　　　河内康志委員、西部伸治委員、
　　　　　　　高木健委員、森山孝委員、
　　　　　　　山内明専務理事

４．議題
（1）平成 28 年度研修実施状況及び検討事項
（2）28 年度委員会名簿
（3）その他（プレゼン）
　　アライドテレシスアカデミー㈱　小林　忍　社長
　　・ITCA 本部研修中間報告
　　・（仮）アライドテレシスとの協業について

平成28年度第3回広報委員会模様
１．日時　　　平成 28 年 10 月 26 日（水）

　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 3 対地接続）
３．出席者　　栩谷晴雄委員長、松山仁副委員長、
　　　　　　　岸村智志委員、渡邊秀治委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）「ITCA11 月号」編集状況
（2）「ITCA」発行状況
（3）本部ホームページ更新状況
（4）会員名簿発行状況について
（5）機関誌アンケート状況について
（6）28 年度委員会名簿
（7）その他

平成28年度第2回総務財務委員会模様
１．日時　　　平成 28 年 11 月 2 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 6 対地接続）
３．出席者　　井上新一委員長、阿部准定副委員長、
　　　　　　　今井秀昭委員、高橋正和委員、酒井章治委員、
　　　　　　　栩谷晴雄委員、関東範一委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）入退会状況について
（2）会員拡大状況について
（3）参与の選任について
（4）Web 会議の地方本部利用及び端末の貸与について
（5）職務執行状況報告について
（6）平成 28 年度上期決算状況について
　　・貸借対照表
　　・貸借対照表（組織別）
　　・正味財産増減計算書
　　・正味財産増減計算書（組織別）

（7）平成 29 年度事業計画策定に向けて
（8）Web 会議の利用状況について
（9）28 年度委員会名簿
（10）その他

平成28年度第1回委員長会議模様
１．日時　　　平成 28 年 11 月 10 日（木）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 1 対地接続）
３．出席者　　大木一夫会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　井上副理事長・総務財務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、今井秀昭業務委員長、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）通常会員入退会状況
（2）会員拡大状況
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（3）参与の選任について
（4）Web 会議の地方本部利用及び端末の貸与
（5）会員名簿発行状況
（6）平成 28 年度研修実施状況及び検討事項
（7）光コラボ事業の取組み・検討状況
（8）LAN 認定状況及び今後の取組み
（9）職務執行状況報告
（10）平成 28 年度上期決算状況
（11）平成 29 年度事業計画策定に向けて
（報告事項）
（1）Web 会議の利用状況
（2）ITCA 発行状況
（3）本部ホームページ更新状況
（4）機関紙アンケート状況
（5）オフィスリンク取組み状況
（6）平成 28 年度委員会名簿
（7）部外団体加入・役員等就任状況
（8）議事録署名ローテーションと総会担務
（9）会議日程
（10）その他

平成28年度第3回理事会模様
１．日時　　　平成 28 年 11 月 16 日（水）　
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 11 対地接続）
３．出席者　　大木一夫会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長、井上新一副理事長、
　　　　　　　山内明専務理事、
　　　　　　　今井秀昭理事、長谷川浩正理事、
　　　　　　　松山　仁理事、樋口正仁理事、藤田義明理事、
　　　　　　　嶋田泰嗣理事、吉本幸男理事、江角　優理事、
　　　　　　　山本　健理事、阿部准定理事、竹内　聰理事、
　　　　　　　渡辺敏郎理事
　　　　　　　平野　毅監事、宮川欣丈監事、
　　　　　　　平塚富美男監事

４．大木会長挨拶要旨
　会長の大木でございます。お忙し中、本日はお集まり頂
いてありがとうございます。本当に早いもので今年も残す
ところ一月ちょっとということになったわけですが、先般
のアメリカの大統領選挙そしてヨーロッパだとイギリスの
EU の離脱等々、今年は本当に先行きが見通せない非常に混
迷な世界に入ったということをこの年末を控えてつくづく
思うところであります。

そういった意味で日本社会、経済も含めて従来の延長線
上ではなかなか見通せない世界に来ている、大きな変化の
中にあると言わざるを得ないと思います。このような環境
変化も踏まえて協会としても、この変化に素早く、そして
的確に対応する、もっと言うならこうした変化をチャンス
と捕まえる観点から取り組んで行くことが大切ではないか
と思っております。

今日の理事会は、上半期の取組みをしっかりと振り返る
という事、そして下半期の活動と更には来年度の事業計画

に向けてどう取り組んで行くかという事について理事の皆
さんと活発なご意見・意識合わせをさせて頂こうと考えて
おります。

上半期は、収支で見ても昨年度に比べて約 1,300 万円改善
しております。年間を通しても念願でありました収支相償、
財務基盤をしっかりとしたものにするという一歩目を踏み
出す事が出来たのではないかと考えております。

また、施策の面でも e ラーニングの研修導入、機関誌の本
部統合、或いは光コラボ事業のスタート、更には今日も使っ
ておりますけれども、Web 会議の活用等々の新しい取組みに
も積極的に取り組んで頂きまして、本当に理事の皆さんのお
力、ご努力のおかげと感謝申し上げる次第でございます。　

来年度に向けましては、何と言いましても今年度手掛
けた新しい取組みという事をよりしっかりとしたものにし、
更には発展させて行くことだと思いますし、こうした活動
を通じて現在会員の皆さんはもちろん、会員にまだなって
おられない外の世界の皆さんにも、この魅力ある協会とい
うものを認知して頂けるような取組み、また会員増に繋げ
て行くことが出来ればと思う次第でございます。限られた
時間ですけれどもぜひ理事の皆さんの活発なご意見、ご議
論をお願い申し上げる次第でございます。
5．大輪理事長挨拶要旨
　理事長の大輪でございます。本日はお忙しい中、ご出席、
ご参加頂きましてありがとうございます。日頃より協会本
部の活動に多大なるご尽力頂き誠にありがとうございます。
また、会長からも有意義なご挨拶を頂きありがとうござい
ました。会長のお言葉にもありましたけれども、経済もま
た混迷状態にあり、今日はドル高、円安 109 円という事で、
株価も乱高下しており、油断を許さない状況下でしばらく
は推移するものと思います。

協会概況をちょっと掘り下げてみますと、今、LAN 認定
も 100 ちょっと超えましてドコモのオフィスリンクも功を
奏している訳ですが、関東では後程報告がありますけれど
も、49 ユーザーの開通という事でここ一ヶ月急増の傾向に
あり 2800 台位伸びており、商談件数もドコモの情報を聞き
ますと素晴らしいという事でオフィスリンクも伸びており
ます。

一方、ティーガイアの回線も関東でやっと 5 ヶ月位にな
りますが、今 11 社で 75 回線位の契約が終わったところで
引き続き増えて行くと思いますが、私も営業に出て 5 社位
注文を頂きましたが、あまり抵抗がない、また、音声系と
情報系の会社が分かれているケースが多いようです。この
ような両側を攻めるには、この 2、3 年が旬でありますし、
半永久的に顧客を囲い込んで行ける訳ですから、是非、皆
さんも積極的に検討頂きたいと思っております。

また関東では、パンフレットに保守の重要性、あるいは
保守契約をして下さいというワードを入れて頂くという事
で、富士通さん、NEC さん、沖電気さん等の方にメンバー
で回って頂いている所で、工事担任者の地位向上という意
味で取組みを頂いております。

この他、会員数については 2 社増えていますが、退会が
あまりにも多すぎる。退会するということは協会に魅力が
無いからであり、会員の収益、利益になれば増えてくる訳
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ですから、そこをもう一度、各地方本部毎に検討して積極
的な展開をお願いしまして、私のご挨拶と代えさせていた
だきます。
6．議事内容

（審議模様）
　平成 28 年度第 3 回理事会議題について次のとおり審議し
た。
（1）通常会員の入退会状況
　井上総務財務委員長は、資料－ 1「通常会員の入退会
状況」について、その概要を説明し、山内専務理事より、
内容ついて具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（2）会員拡大状況
　井上総務財務委員長は、資料－ 2「会員拡大状況」につ
いて、その概要を説明し、山内専務理事より、内容つい
て具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（3）参与の選任について
　井上総務財務委員長は、資料－ 3「参与の選任について」
その概要を説明し、山内専務理事より、内容ついて具体
的な説明を行い、異議なく議決した。

（4）Web 会議の地方本部利用及び端末の貸与
　井上総務財務委員長は、資料－ 4「Web 会議の地方
本部利用及び端末の貸与」について、その概要を説明し、
山内専務理事より、内容ついて具体的な説明を行い、異
議なく議決した。

（5）会員名簿発行状況
　栩谷広報委員長は、資料－ 5「会員名簿発行状況」につ
いて、その概要を説明し、山内専務理事より、内容つい
て具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（6）平成 28 年度研修実施状況及び検討事項
　藤田教育委員長は、資料－ 6「平成 28 年度研修実施状
況及び検討事項」について、その概要を説明し、山内専
務理事より、内容ついて具体的な説明を行い、異議なく
議決した。

（7）光コラボ事業の取組み・検討状況
　今井業務委員長は、資料－ 8「LAN 認定状況及び今後
の取組み」について、その概要を説明し、山内専務理事
より、内容ついて具体的な説明を行い、異議なく議決した。
　

（8）LAN 認定状況及び今後の取組み
　今井業務委員長は、資料－ 8「LAN 認定状況及び今後
の取組み」について、その概要を説明し、山内専務理事
より、内容ついて具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（9）職務執行状況報告
　井上総務財務委員長は、資料―9「職務執行状況報告」
の概要を説明し、山内専務理事より、井上剛毅前理事長（代
表理事）、大木一夫会長（代表理事）、大輪堅一理事長（代
表理事）、並びに山内明専務理事（業務執行理事）の、平
成 28 年 5 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日までの職務執行
状況を報告し、異議なく議決した。

（10）平成 28 年度上期決算状況
　井上総務財務委員長は、資料―10（1）「貸借対照表」、（2）

「正味財産増減計算書」、（3）「貸借対照表（組織別）」、（4）「正
味財産増減計算書（組織別）」についてその概要を説明し、

山内専務理事より、28 年度中間決算を行った結果、正味
財産増減計算書では、9 月末実績で、経常収益 89,278,229
円、経常費用 88,941,792 円、税引前一般正味財産増減額
336,437 円、法人税等を差し引いた当期一般正味財産増
減額は -336,428 円で、正味財産期末残高は 103,622,797 円
となっていること、並びに組織別の 9 月末実績を報告し、
平成 28 年度予算の当期正味増減額 -1,736,802 円に対して
は約 2 割程度の赤字規模になっているが、上期は役員退
職慰労金、関西の引越費用等の一時的経費があり、下期
は減少するが、固定費等の支出は継続するので、引き続
き会員拡大及び効率的な経費の使用に努める必要がある
旨の補足説明を行い、異議なく議決した。

　（11）平成 29 年度事業計画策定に向けて
　井上総務財務委員長は、資料―11「平成 29 年度事業計
画策定に向けて」についてその概要を説明し、山内専務
理事より、内容ついて具体的な説明を行い、異議なく議
決した。
　（報告事項）

　（12）Web 会議の利用状況
　山内専務理事は、資料―12「Web 会議の利用状況」に
基づき、今年度実施した Web 会議の想定費用対効果につ
いて説明し、承認された。

　（13）ITCA 発行状況
　山内専務理事は、資料―13「ITCA 発行状況」に基づき、

「ITCA」の 28 年度発行状況について説明し、承認された。
　（14）本部ホームページ更新状況

　山内専務理事は、資料―14「本部ホームページ更新状
況」に基づき、前回の理事会報告以降の、平成 28 年 4 月
26 日～ 11 月 16 日迄の更新内容等を説明し、承認された。

　（15）機関誌アンケート状況
　山内専務理事は、資料―15「機関誌アンケート状況」
に基づき、上期までの応募状況及び粗品進呈状況を説明
し、承認された。

　（16）オフィスリンク取組み状況
　花園事務局長は、資料―15「オフィスリンク取組み状況」
に基づき、9 月末の状況を説明し、承認された。

（17）平成 27 年度委員会名簿
　山内専務理事は、資料―17「平成 28 年度委員会名簿」
に基づき、委員会構成等について説明し、承認された。

（18）部外団体加入・役員等就任状況
　山内専務理事は、資料―18「部外団体加入・役員等就
任状況」を説明し、承認された。

（19）議事録ローテーションと総会担務
　山内専務理事は、資料―19「議事録ローテーションと
総会担務」を説明し、承認された。

（20）会議日程
　山内専務理事は、資料－ 20「平成 28 年度理事会等予定」
を説明し、承認された。

（21）その他
　山内専務理事は、国土交通省「適正な施工確保のため
の技術者制度検討会」13 回模様に関する総務省の説明会
連絡の概要を説明し、別途 HP 等参照先等を周知するこ
ととし、了承された。
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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 随時～平成 29 年 3 月31日（金）までに試験終了

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

地方本部研修・セミナー　INFORMATION

関東

平成２９年新春特別セミナー

日程 平成29年1月11日（水曜日）
参加費 無料

時間 13 時 30 分～ 14 時 30 分（開場 13 時）

会場
メルパルク東京　3F　百合の間

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

申込み
方法

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

講演
内容

「ＩＴＣＡとＮＴＴドコモの更なる協業ビジネスの拡大に
向けて」
ＩＴＣＡ様との協業テーマである「ＦＭＣサービス」 に
ついて、現状を振り返り、更なる普及に向けた取り組
みをご紹介します。また、ドコモが推進する「協創」
による新たなビジネスの創出に向けて、昨今話題のビ
ジネステーマや、「＋ｄ」の取り組みをご紹介します。

㈱ＮＴＴドコモ
第一法人営業部　法人サービス第三　担当部長
村野　貴広　様

問合
せ先

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

（http://kanto.itca.or.jp）をご覧ください。

※新春特別セミナー後15時より、5F 瑞雲の間で「賀
詞交歓会」が開催されます。

東北

平成２９年新春セミナー
日程 平成 29 年 1 月25日（水曜日）　 定員 30 名
時間 13 時～ 17 時 受講料 無料

会場 ハーネル仙 台　　　　　　　　　　　　　　　
（仙台市青葉区本町 2 丁目12-17）

申込み
方法

平成 29 年 1 月21日（月）まで　　　　　　　　
申込方法は１月上旬会員会社に郵送

研修
種別

・光コラボレーション　『ＩＴＣＡ光』事業参入につい
て　㈱ティーガイア　　　　　　　　　　　　　
・新製品の機器、機材の案内及び説明（協力会社
サンテレホン㈱）

問合
せ先

東北地方本部事務局　　　　　　　　　　　　
TEL:022-221-4772
mail:tohoku@itca.or.jp
※新春セミナー後、17 時より「賀詞交歓会」が開
催されます。

対象者 会員会社の代表者及び営業担当者

北陸

北陸地方本部　技術セミナー
日程 平成 29 年 2 月16日（木曜日） 定員 30 名程度
時間 13 時 30 分～ 15 時 受講料 無料

会場 金沢流通会館
（石川県金沢市問屋町 2 丁目61 番地）

申込み
方法

北陸地方本部事務局に申込書を請求
TEL：076-238-8384　FAX：076-237-6665
ﾒｰﾙ：hokuriku@itca.or.jp

研修
種別

富士通株式会社様より、「IoT の取組みと動向につ
いて」説明を頂きます。

問合
せ先

北陸地方本部事務局
TEL：076-238-8384　FAX：076-237-6665
ﾒｰﾙ：hokuriku@itca.or.jp
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平成２９年度工事担任者試験のご案内

1．平成29年度試験実施日
第 1 回　平成 29 年 5 月 28 日（日曜日）
第 2 回　平成 29 年 11 月 26 日（日曜日）

2．試験実施地及び試験会場
（1）試験実施予定地　

（2）試験会場　　受験票により通知します。

3．試験申請の受付期間及び受付時間

＊申請書による窓口での申請受付時間は、下記 11（2）の各事務所の窓口にて、受付期間中の平日の午前 9 時から午後 5 時までです。
＊インターネットによる申請受付時間は、受付期間中の終日です。

4．試験種別及び試験時間

5．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 6（2）の（一財）日本デー
タ通信協会電気通信国家試験センターヘ郵送してください。試験手数料については、下記 11（2）の（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

平成29年度工事担任者試験が一般財団法人日本データ通信協会より公示されましたので、ご案内いたします。

第 1 回
第 2 回
共通

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）

第 1 回

申請書による申請 平成 29 年 2 月 1 日（水）から 3 月 8 日（水）
実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請 平成 29 年 2 月 1 日（水）から 2 月 20 日（月）
インターネットによる申請 平成 29 年 2 月 1 日（水）から 3 月 8 日（水）
インターネット申請の試験手数料払込期限 平成 29 年 3 月 9 日（木）

第 2 回

申請書による申請 平成 29 年 8 月 1 日（火）から 9 月 6 日（水）
実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請 平成 29 年 8 月 1 日（火）から 8 月 21 日（月）
インターネットによる申請 平成 29 年 8 月 1 日（火）から 9 月 6 日（水）
インターネット申請の試験手数料払込期限 平成 29 年 9 月 7 日（木）

試験種別 試験種別
の記号 集合時間 開始時間 終了時間

AI・DD
総合種 N 9:15 9:30

1 科目受験者
（技術以外）

2 科目受験者
（技術は含まず）

2 科目受験者
（技術を含む） 3 科目受験者

10:10 10:50

11 :30 12:101 科目受験者
　（技術のみ）

10:50
AI 第一種 G

9:15 9:30
1 科目受験者 2 科目受験者 3 科目受験者

AI 第三種 J 10:10 10:50 11 :30DD 第二種 L
AI 第二種 H 12:25 12:40 1 科目受験者 2 科目受験者 3 科目受験者
DD 第三種 M 13:20 14:00 14:40

DD 第一種 K 15:15 15:30 1 科目受験者 2 科目受験者 3 科目受験者
16:10 16:50 17:30
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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紙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、下記 11（2）の（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。

6．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 11（2）の（一財）日本データ通信協会各事務所の窓口又

は郵送等（送料申請者負担）により無料頒布します。
（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。

提出期限は、受付締切日までです。
     （一財）日本データ通信協会　電気通信国家試験センター
　　〒 170-8585　東京都豊島区巣鴨 2-11-1　巣鴨室町ビル 6 階　　電話 03-5907-6556

7．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

8．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）

9．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）。

10．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 5、6、7 及び 9 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。

11．試験結果の通知
（1）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。
（2） 申請の手続き及び受験に関する問い合せは、試験実施予定地（受験希望地）を受け持つ下記の各事務所で受付を行

います。

試験実施予定地 事務所 所在地・電話番号

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、徳島、高松、松山、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
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新製品・新サービス

本ソリューションは、外部ネットワークとの接続ポイン
トにおけるデータの流れを、双方向ではなく物理的に一方
向へと制御するものです。これにより、外部からの不正進
入を排除することができるため、サイバー攻撃などによる
情報漏えいや制御システムの不正操作による重大事故の発
生といったリスクを無くすことが可能となります。

IoT の進展に伴い、情報システムだけでなく制御システ
ムでも外部ネットワークとの接続が増えるなか、サイバー
攻撃による情報漏えいや制御システムの不正操作といった
脅威が今後ますます増加すると見込まれています。従来、
システムのセキュリティを確保するために、不正アクセス
を防ぐファイアウォール装置を導入することが一般的でし
た。しかし、サイバー攻撃が巧妙化、高度化していること
から、物理的にアクセスを遮断する一方向通信を導入する
必要性が高まっています。

日立製作所はこれまで、電力や交通など社会インフラ分
野の制御システム向けに日立独自のネットワークプロトコ
ルに対応した一方向中継装置「NX Oneway-Bridge」を個
別に提供してきました。
　今回、インターネットにおける標準的な通信プロトコル
TCP/IP やファイル転送プロトコル FTP への対応をはじ
め、管理者用に Web ブラウザベースのファイル転送や異
常通信時のリカバリー対応などを実現するゲートウェイ装
置を新たに開発しました。これらをセットにして、制御シ
ステムや情報システムヘの不正侵入リスクを無くす「一方
向中継セキュリティソリューション」として提供します。

■「一方向中継セキュリティソリューション」の特長
１．一方向中継装置「NX Oneway-Bridge」による物理的な一
方向通信を実現
　一方向中継装置「NX Oneway-Bridge」により、物理的

な一方向通信を実現します。今回、TCP/IP や FTP といっ
た情報システムのネットワークプロトコルに対応したこと
により、制御システムが稼働する社会インフラ分野だけで
なく、さまざまな分野の情報システムにおいても適用可能
です。

２．外部システムに容易かつ高信頼にファイル転送が可能
　Web ブラウザで操作するファイル転送機能により、シ
ステムの環境構築後に、管理者は特別なユーザープログラ
ムを使用することなく、ファイルの転送処理が可能となり
ます。また、一方向通信のため、システム側で検出が不可
能となるパケット抜けなどの通信異常が発生した場合でも、
ゲートウェイ装置（受信側）で検知してメールで管理者へ
通知するため、リカバリーなどの対応が可能です。

 

 
■「一方向中継セキュリティソリューション」の価格
　ソリューション名：一方向中継セキュリティソリュー
ション
　価格：個別見積
　
■お問い合わせ先

株式会社日立製作所　社会イノベーション事業推進本部
サービス統括本部　セキュリティ事業推進本部
ホームページ URL: http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/
month/2016/10/1027.html

日立製作所がサイバー攻撃による制御システムや情報システムへの不正
侵入リスクを無くす「一方向中継セキュリティソリューション」を提供開始
株式会社日立製作所は、サイバー攻撃による制御システムや情報システムヘの不正侵入リスクを無くす「一方向中継セ
キュリティソリューション」を開発し、2016年10月31日から提供を開始しました。

■「一方向中継セキュリティソリューション」の適用例

一方向中継装置「NX Oneway-Bridge」
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第49回電気通信産業功労賞を
北陸地方本部の山本秀雄氏が受賞

一般社団法人電気通信協会では、電気通信関係業務
に永年従事し、優秀な技能と善良で勤勉な人格をもっ
て事業の発展に寄与した方、あるいは創意工夫、機器
の改良開発により斯業の発展に貢献された方を対象と
して、昭和 43 年から「電気通信産業功労賞」を授与
しています。第 49 回受賞者には 30 名が選出され、情
報通信設備協会からは北陸地方本部会員 株式会社ツー
テック 専務取締役 山本秀雄 氏（北陸地方本部幹事）
が受賞されて、11 月 22 日（火）に東京都千代田区霞ヶ
関の東海大学校友会館で贈賞式が行なわれました。

午前 11 時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
気通信産業功労賞」が贈られ、続いて総務省総合通信
基盤局総合通信基盤局長　代読 秋本芳徳総務課長と経
済産業省商務情報政策局 情報通信機器　三浦章豪課長
が祝辞を述べられたあと、12 時から懇親会が盛大に催
されました。

受賞者紹介
◎山本　秀雄　氏　（株式会社ツーテック　専務取締
役　北陸地方本部　幹事）

会員名：株式会社ツーテック
所在地：石川県金沢市
受賞理由：
　昭和 50 年 4 月から現在に至るまで、41 年以上に
わたり、情報通信設備・OA 機器・電気設備の設計・
施工・メンテナンス事業に従事し、官公庁（北陸財
務局、石川県庁、金沢市役所）や学校をはじめ民間
企業を取引先として数多くの通信システムや防災シ
ステムの納入に高い信頼と実績に大いに尽力した。
　平成 16 年から（一社）情報通信設備協会北陸地
方本部の地方理事に就任し、12 年にわたり、地方本
部の円滑な運営に尽力するとともに、地域の業界発
展のために、積極的に取組み多大に貢献している。

贈賞式会場で（左から）山内専務、山本氏、大木会長

受賞者の皆様

会場風景
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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12月31日現在で104社の会員企業が認定さ
れています。

認定番号 会員名 所属 電話番号
0001 大和電設工業㈱ 関西 075-672-3311
0002 東日本通信機器㈱ 東北 022-367-4133
0003 富士ネットシステムズ㈱ 関東 03-5641-1555
0004 東日本通信機器㈱東京営業所 関東 03-5677-3855
0005 石田通信機㈱ 信越 026-241-3555
0006 協立情報通信㈱ 関東 03-3433-3141
0007 扶桑電通㈱東北支店 東北 022-225-7586
0008 ㈱大崎コンピュータエンヂニアリング 関東 03-3492-0931
0009 タカギエレクトロニクス㈱ 関西 06-6209-0039
0010 田中工業㈱ 関西 078-231-3341
0011 協立情報通信㈱神奈川支店 関東 045-228-1611
0012 協立情報通信㈱新宿営業所 関東 03-3320-3141
0013 ㈱ほくつう 北陸 076-238-1111
0015 かがつうシステム㈱ 北陸 076-238-8383
0016 北信テレネックス㈱ 北陸 076-252-3232
0018 増尾電設㈱ 関西 073-424-3311
0019 旭コムテク㈱ 関西 06-6784-3100
0020 日興テクノス㈱ 関東 045-761-2441
0023 ㈱つうけんアクティブ 北海道 011-520-0015
0024 宮川電気通信工業㈱ 関東 043-225-1311
0025 浅川通信㈱ 北海道 011-711-1161
0026 ㈱イオタオーエーシステム 四国 089-958-2360
0027 ㈱レイコム 関東 03-3288-0130
0028 扶桑電通㈱ 関東 03-3544-7271
0030 ㈱ NDSネットワーク 東海 052-321-7920
0031 ㈱宇式通信システム 東海 054-261-1671
0032 ㈱コムネットシステム 関東 03-5725-8555
0033 和幸電通㈱ 中国 0852-24-6670
0035 ジェイズ・テレコムシステム㈱ 関東 03-3708-1141
0036 日興通信㈱ 関東 03-5451-1717
0037 ㈱ TTK 東海 052-931-8811
0039 北陸電々㈱ 信越 025-284-2151
0040 三和通信機㈱ 関東 042-368-2222
0041 ㈱日本ビグラッドシステム 北陸 076-267-6000
0042 英工電機㈱ 関東 03-5821-1911
0043 ㈱日本オフィスオートメーション 関東 03-5678-0225
0044 茨城電話工業㈱ 関東 029-224-2000
0045 ㈱群電 関東 027-224-1681
0046 光通信工業㈱ 九州 098-878-5111
0047 ㈱翼通信工業所 関西 079-224-8233
0048 南海電設㈱ 関西 06-6643-0181
0049 ㈱井口通信 関西 073-455-3588
0050 三友電子㈱ 東海 052-532-3151
0052 ㈱栄光システムズ 関東 03-3639-0211
0053 大和通信機㈱ 関東 042-324-3211
0055 神田通信機㈱ 関東 03-3252-7731
0056 加賀テクノサービス㈱ 関東 03-5619-4111
0058 エフビットコミュニケーションズ㈱ 関西 075-672-4111
0059 扶桑電通㈱北海道支店 北海道 011-281-6311
0060 日本テクトス㈱ 関西 078-578-2200
0061 藤井通信工業㈱ 関西 06-6202-3135
0062 電通システム㈱ 関東 027-361-3211

認定番号 会員名 所属 電話番号
0063 ㈱共友通信 東海 052-413-0016
0064 東陽工業㈱ 関東 03-5402-6561
0065 新日本通信工業㈱ 北海道 011-271-3883
0066 協和テクノロジィズ㈱ 関西 06-6363-8833
0067 扶桑電通㈱金沢営業所 北陸 076-231-1288
0068 浅沼通信㈱ 関東 03-3715-6101
0069 日本電話サービス㈱ 関東 03-3378-7781
0070 ㈱でんでん 中国 086-425-5111
0071 日本通信設備㈱ 関東 03-3862-6451
0073 東邦通信工業㈱ 関東 03-5362-5111
0074 ㈱トーエイビジコム 関東 03-3438-2421
0075 東邦建㈱ 関東 0283-24-5556
0076 ㈲フォーネット通信 北海道 0155-20-2070
0077 ワツコ㈱ 関西 06-6925-5681
0078 扶桑電通㈱岡山営業所 中国 086-224-3368
0079 ㈲相模電話工業 関東 045-321-9700
0080 大栄電子㈱ 関東 045-321-8461
0081 ㈱立芝 中国 082-230-3711
0082 土佐通信システム㈱ 四国 088-883-0250
0083 NDS ㈱ 東海 052-263-2213
0085 サンコムテクノロジ㈱ 関東 03-5924-7051
0086 五十嵐通信機㈱ 関東 042-740-2211
0087 ㈱アイ・エヌ・ジー 関西 06-6451-5851
0088 三和通信工業㈱ 関西 06-6266-3211
0089 北第百通信電気㈱ 北海道 011-551-1712
0090 ㈱ジョーエイ 関東 03-3466-1351
0091 三和通信工業㈱東京支店 関東 03-5840-8101
0092 品田通信電設㈱ 信越 0257-22-0011
0093 ㈲綱島通信 中国 086-463-2244
0094 ㈱キューオキ 九州 092-584-5111
0095 ㈱ソルコム 中国 082-504-3386
0096 ㈲ pcworld 九州 0997-55-0011
0097 クリエイティブリンク㈱ 中国 086-903-3040
0098 日本ビジネス機器㈱ 東海 052-503-0528
0099 ㈱ネット・エックス 中国 082-531-2255
0100 ㈱綜合エンジニアリング 関東 03-3438-3333
0101 石渡電気㈱ 関東 03-3271-5151
0102 埼玉アンテナシステム㈱ 関東 048-883-8880
0103 丸登電業㈱ 信越 0266-23-4833
0104 ㈱カナック・ビジネス・ソリューション 四国 087-813-9003
0106 千代田電子システム㈱ 東海 052-412-7111
0107 浜松通信施設㈱ 東海 053-438-1000
0108 東條テレコム㈱ 東北 022-288-5971
0109 ㈱トキワ 関東 029-248-1625
0110 ㈱カナック 四国 086-245-4811
0111 ㈱ KDcom 関東 028-651-6580
0112 ㈱サンテレコム 関東 055-221-1144
0113 ㈱大協通信 九州 099-239-8498
0114 中国電設工業㈱ 中国 082-241-0111
0115 近畿通信設備㈱奈良保守センター 関西 0742-34-0731
0116 ㈱サンユウ 関東 027-254-8356
0117 ＫＯＳネットワーク㈱ 関西 06-6633-4301
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新会員（平成28年11月1日~平成28年12月31日）

■通常会員

◎　会社名　　東京ソフト株式会社（平成28年12月20日入会）　　
　　所在地　　東京都品川区　
　　代表者　　合田　嘉和　　
　　TEL　　　03-5781-5470
　　事業内容　セキュリティ製品・ビデオ会議システム等の販売、施工、保守。
　　　　　　　VR製品の開発。その他付帯する業務。
　　URL　 　  https://www.tokyosoft.com

TEL：03－5543－2250	





　一般社団法人 情報通信設備協会

北海道地方本部

東北地方本部

東海地方本部関西地方本部四国地方本部

信越地方本部

北陸地方本部中国地方本部

九州地方本部

本部
関東地方本部

発行所：
一般社団法人 情報通信設備協会

ITCA Vol.37
平成29年1月5日発行

〒104-0042
東京都中央区入船2-9-5　HKビル5階
TEL 03-5543-2250　FAX 03-5244-9711
E-mail  info@itca.or.jp
URL    http://www.itca.or.jp

デザイン・編集　㈱サンワ
印刷　㈱サンワ

関東地方本部 〒104-0042
 

東京都中央区入船2-9-5 HKビル5階  TEL 03-5244-9700 kanto@itca.or.jp

信越地方本部 〒950-0031
 

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

 

全国地方本部

東海地方本部 〒460-0011
 

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

北陸地方本部 〒920-8515
 

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

関西地方本部 〒550-0002
 

大阪市西区江戸堀1-23-13 肥後橋ビル3号館405号室 TEL 06-4256-7155 kansai@itca.or.jp

中国地方本部 〒734-0007
 

広島市南区皆実町1-10-2 ㈱ソルコム皆実町ビル1F TEL 082-569-9972 cyugoku@itca.or.jp

四国地方本部 〒791-8013
 

松山市山越3-15-15 NTT山越北ビル  TEL 089-911-1600 sikoku@itca.or.jp

九州地方本部 〒811-1302
 

福岡市南区井尻4-28-18 ㈱キューオキ 内 TEL 092-592-8881 kyushu@itca.or.jp

東北地方本部 〒980-0821
 

仙台市青葉区春日町6-1 白鳥ビル203号室 TEL 022-221-4772 tohoku@itca.or.jp

北海道地方本部 〒064-0920
 

札幌市中央区南20条西10-3-5 ㈱つうけん南ビル内 TEL 011-733-5005 hokkaido@itca.or.jp

明けましておめでとうございます。
　本年もITCAを宜しくお願い申し上
げます。
　ここ数年、色々なアイデアが詰まっ
たIoT商品が発売されてきています
が、特に生活改善を後押しする商品
が気になります。例えば「耳に付ける
ウェアラブルデバイスで食生活の改
善」「モニタリングしてくれる電動歯ブ
ラシ」「フォームを改善するスマートソッ
クス」は、細かな部位をデジタル計測
し、今までとは違った視点で生活管理
が出来るようになると思います。また、
ソフトバンクのWebサイト「＋Style」で
は、デザインも機能も兼ね備えた商品
が掲載されており、IoTの流行が感じ
られます。今年も進化していくIoTに注
目していきたいと思います。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　栩谷　晴雄

編集委員
　松山　仁
　山田　恭郎
　岸村　智志
　渡邊　秀治
　山内　明
　花園　和幸
　飯塚　栄
　坂口　麗子

通信委員
　青海　宏
　濱田　雅春
　指江　雅夫
　貫　　耕三
　渡辺　博明
　上原　昇
　阿部　准定
　佐々木勝夫
　笹原　弘志
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