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あ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。
　昨年の流行語大賞の年間大賞は、
「ONE TEAM（ワンチーム）」でした。
これは昨年のラグビーＷ杯で８強入り
を果たした日本代表のスローガンでし
たが、このスローガンが広く一般の人に
も周知され、楽しい時、苦しい時にもこ
のスローガンで一体となれるような心強
さを感じました。各社においてもスロー
ガンを掲げて社員一丸となっていると
思いますが、ITCA関東地方本部にも
「ICTは 人と未来のネットワーク」という
スローガンがあります。今年も、会員の
皆様と共に情報通信業界を盛り上げ
ていきたいと思いますので、宜しくお願
い申し上げます。

（編集委員）
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FRONT VOICE

一般社団法人 情報通信設備協会
会 長　坪内 和人

新年を迎えて

令和 2 年の新年、明けましておめでとうございます。
会員の皆様方におかれましては、新たな感慨と決

意をもって、この令和最初の新年を迎えられたこと
とお慶び申し上げます。

昨年は、不安定な世界情勢の中で漂う一年でした。
米中二大国間の経済摩擦は一進一退の様相の中、年
末に一応の妥協を見ましたが、まだまだ予断を許さ
ない状況です。日本の経済は、夏のオリンピック・
パラリンピックに向けた高揚感と昨年秋の消費増税
とが相俟って、微妙なバランスの中で何とか失速を
免れているというべきでしょうか、政治も経済も難
しい舵取りが続いています。

昨年はまた、自然災害も相次ぎました。立て続け
に日本を襲った台風や集中豪雨は、各地に大きな爪
痕を残しましたが、もはや「想定外の」「数十年に一
度の」といった形容詞が当てはまらない事態となり
ました。環境が変化していく中で、社会インフラを
守り、維持していくことの重要性と難しさを感じた
次第です。

本年も、不確実で不安定な情勢は続くものと思わ
れます。毎年申し上げていることですが、経営の環
境は厳しさを増してまいります。状況の変化に柔軟
に対応し、的確な舵取りを行えるよう、十分な力を
蓄えておく必要があると思います。
　ICT の環境に関して言えば、今年は日本でもいよ
いよ 5G の商用サービスが開始されます。昨秋のラ
グビーワールドカップ日本大会を契機に 5G プレサー
ビスが提供されたのをはじめ、関連各社の動きが活
発になってきました。今春以降のサービス展開が待
たれます。もっとも、ネットワークインフラの高度
化は、その上に展開されるサービスの高度化にこそ
意味があります。モバイルの世界では 2G 世代のデ
ジタル化が「i モード」を生み、3G 世代の高速化が
スマートフォンを育てました。

先日、5G の実証実験に参加した医療関係者が、伝
送された 4K 画像を見て「これなら医療診断ができ
る！」とつぶやいたというエピソードは、示唆に富
むものでした。「IoT」が、ビッグデータが、AI が、と、
語られてきた技術群が、5G を契機に有機的に結びつ
くことで、これまで導入がためらわれていたサービ
スが可能になるかもしれません。自営版 5G ともい

うべき「ローカル 5G」にも大きな可能性と商機を感
じるところです。

ITCA は、これらの変化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す。ユー
ザー様のニーズの多様化・高度化に対応するために
も、協業の新たなビジネスモデルを開拓し、会員の
皆様にできるだけ多くの選択肢を提供してまいりま
す。会員の皆様のご努力により、ドコモオフィスリ
ンク事業、光コラボ事業に加え、アライドテレシス
様とのパートナー認定会員事業も着実に伸びてきま
した。ヤマハ様との実践講習会も多数の参加をいた
だいております。昨年 11 月に、関東地方本部との共
催で実施した ITCA セミナーは、会員の皆様の熱気
に支えられて、前年に引き続き全国 20 以上の会場を
結んで 400 人を超える方々にご参加いただくことが
できました。

本年も、さらに充実した事業展開を目指し、魅力
ある協会組織に向けた対応を行うとともに、健全な
事業を推進するための組織・財務基盤の強化に向け
て取り組んでまいる所存です。

本年、2020 年の干支は、庚子（かのえ・ね）です。
ネズミ年は十二支では最初の年回り、作物に例える
と新たな芽が現れる時期を象徴するものと言われて
います。新しい時代を迎えて、若い芽があちこちで
次の機会をうかがっているのを強く感じるのは、私
だけではないと思います。

先にお伝えした通り、一般社団法人化にあたり国
からの義務工程であった公益目的事業が、まもなく
終了する見通しとなりました。新しい段階を迎える
協会の事業運営の在り方や目指すべき姿については、
地方本部及び会員の皆様と十分な意見交換をしつつ、
方向性を検討してまいりましたが、地方本部と協会
本部とが車の両輪となって推進すべきことに変わり
はありません。新会員獲得に努め、会員数が純増に
転じた地方本部もあり、各地方での日々の努力には
頭が下がる思いです。ありがとうございます。

ITCA は、会員の皆様と協会のさらなる発展に向
け、本年も引き続き全力を尽くすとともに、これか
らも新たなチャレンジを続けてまいりたいと思いま
す。各地方本部及び会員の皆様のご健勝とご活躍を
祈念いたします。
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地方本部だより

ドコモは多様な企業・団体とのコラボレーション
により新たな付加価値を創造する「協創」に取り組み、
ビジネスの拡大を進めています。

2020 年春の商用サービス開始に向けた 5G におい
ても、幅広いパートナーと共に新たな利用シーン創
出に向けた取り組みを拡大するため「ドコモ 5G オー
プンパートナープログラム」（以下、本プログラム）
として、以下の 3 つの価値を無償で提供しています。

■ドコモ5Gオープンパートナープログラムの提供内容

■ 5G 検証環境としての「ドコモ 5G オープンラボ」
本プログラムに参画いただいているパートナーの

みなさまが、5G の実験基地局装置などを無償で利用
できる常設 5G 技術検証環境「ドコモ 5G オープンラ
ボ」を全国に開設しています。

四国では 2019 年 9 月 20 日に「ドコモ５Ｇオープ
ンラボ SHIKOKU」（以下、ラボ SHIKOKU）をドコ
モ四国ビル 1 Ｆ（高松市天神前 9-1）に開設しまし
た。ラボ　SHIKOKU において本プログラムのパー

トナーのみなさまへ提供しているものは大きく４つ
です。①エリア ②デバイス ③ドコモオープンイノ
ベーションクラウド ™ ④ソリューションパッケージ
です。
　ラボ SHIKOKU オープン当日に開催した「四国５
Ｇプレサービス発表会」では、5G の高速・大容量、
低遅延、多数接続で実現するさまざまなサービス・
ソリューションをご来場いただいたみなさまに体感
いただきました。

令和元年９月に香川県高松市のドコモ四国ビルの１Ｆに、５Ｇ技術検証環境「ドコモ５Ｇオープンラボ　
SHIKOKU」がオープンしましたので、展示内容等についてＮＴＴドコモ四国支社様からの記事提供等協力いただ
き、今回ご紹介いたします。
モバイル通信ネットワークは10年ごとに進化し、１Ｇから４Ｇに至るまで通信速度の向上を進め、主に人と人と
のコミュニケーションを行うためのツールとして発展してきました。
さまざまなモノがネットワークにつながるこれからの IoT時代、５Ｇはその重要な基盤となり、コミュニケーショ
ンのあり方を変化させ新たなビジネスの進展に貢献すると期待されています。

５Ｇ時代に向けたドコモの取組み
～四国エリア初の５Ｇ技術検証環境「ドコモ５Ｇオープンラボ ＳＨＩＫＯＫＵ」～

一般社団法人情報通信設備協会　四国地方本部
事務局長　上原　昇

「四国５Ｇプレサービス発表会」の模様
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■ドコモ 5G オープンラボ SHIKOKU に設置してい
る展示物

　 現 在、5G 基 地 局 を 高 松 市 に ３ ケ 所（ ラ ボ 
SHIKOKU、JR 高松駅構内および駅前広場）設置し、
5G プレサービスを開始しています。2020 年春には四

国４県で 5G 商用サービスを開始予定です。
今後も、ドコモは 5G を活用し、「社会課題への解決」

「地方創生」などについて、パートナーさまとともに
新しい価値の協創を行ってまいります。
※「ドコモ 5G オープンラボ」は、株式会社 NTT ドコモの登

録商標です。
※「ドコモイノベーションクラウド」は、株式会社 NTT ド

コモの商標です。

■「ドコモ 5G オープンラボ SHIKOKU」体験会模様
　当協会の香川支部では、NTT ドコモ四国支社
様の協力により、オープンしたばかりの「ラボ 
SHIKOKU」で 5G 体験会を 12 月 10 日に実施しました。

当日は香川支部長（株式会社カナック 石橋社長）
他 12 社 26 名が参加されましたが、各人 5 Ｇのさま
ざまな特徴等を実際に体感することができ、今まで
の味わったことのない驚き、感激に浸っていました。

また、NTT ドコモ四国支社様から「５Ｇ時代のソ
リューション協創」をテーマにプレゼンしていただ
き、大変実りある体験会となりました。
　今回は香川支部における体験会でしたが、今後は
他の３県支部（愛媛・徳島・高知）でも同様に展開
できないか検討していきたいと考えています。

展示物名 内容

1 VR ライド装置

VR ヘッドマウントディ
スプレイと、振動・傾斜・
風圧などの体感を組み
合わせた VR ライド装置
を設置。圧倒的な臨場感
で VR コンテンツをご体
感いただけます。

2
次世代移動通信技術 
“5G”
基地局装置

・移動通信技術の進化、
次 世 代 移 動 通 信 技 術
“5G”
・5G の高速・大容量通
信を実現するミリ波帯
の活用

3 4K360°ライブ映像
中継システム

4K360°カメラを複数の
イベント会場に設置。タ
ブレットで好きな拠点、
好きなアングルを選ん
でライブ映像を視聴い
ただけます。

4 AR スマートグラス
AceReal 

現場作業の業務スタイ
ルを変える AR オールイ
ンワンソリューション
AceReal を実機によりお
試しいただけます。

5 4K 高精細映像伝送シ
ステム

リアルタイムに 4K 高精
細映像を伝送可能なシ
ステムについて実機を
ご覧いただけます。

集合写真

シースルービジョン

講演会模様　

ＶＲライドを体験

ＶＲライド
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　㈱バッファローは、直射日光のあたる場所へ設置が可能な法人向け耐環境性能無線 LAN アクセ
スポイント「WAPM-1266WDPR」を 2019 年 10 月下旬より販売開始した。本商品は、屋外への設置
に対応する防護等級 IP55（防塵等級 5、防水等級 5）の高い防塵・防水性能に加え、直射日光のあた
る場所への設置を可能とした耐環境性能無線 LAN アクセスポイントである。屋外対応 LAN ケーブ
ル「BL5ED100」（別売）、LAN コネクター「ETPCRJ45ET シリーズ」（別売）との組み合わせで、既
存商品（WAPM-1266WDPR））では対応できなかった直射日光のあたる壁面などへの設置に対応する。
動作保証温度は、-30℃から 55℃までと既存商品（WAPM-1266WDPR）と比べて幅広く、屋外設置や
温度変化の大きい工場への設置のほか、F1 級冷凍倉庫（-30℃以上、-20℃未満）への設置も可能。さ
らに、硫化水素試験、塩水噴霧試験にも耐えうる高い耐環境性能を持ち、温泉地などへの公衆 Wi-Fi
の敷設やプールサイドなどへの Wi-Fi の敷設にも利用できる。価格（税抜）：99,800 円お問い合わせ先：
㈱バッファロー　お問い合わせフォーム：https://www.buff alo.jp/support/faq/

（URL: https://www.buff alo.jp/press/detail/20191002-02.html ）

バッファローが法人向け耐環境性能無線 LANアクセスポイント「WAPM-1266WDPRA」を発売

無線 LANアクセスポイント
WAPM-1266WDPRA

　㈱ NTT ドコモは、日本マイクロソフト㈱のクラウドサービス「Offi  ce365」におけるチームコラボレーションのハ
ブである「Microsoft Teams」に、固定電話や内線電話などの従来の電話システムを接続させるクラウド型電話ソリュー
ションを、2019 年 10 月 1 日より提供開始した。本ソリューションは、チャットやビデオ会議、ファイルの共有、ビ
ジネスアプリでの作業などコミュニケーションができるサービスである。今回、ドコモが提供するソリューションは、

「Microsoft Teams」のアプリを入れた PC やスマートフォン、タブレットから、固定電話番号で発着信ができる音声
通話サービスを提供するものである。さらに、ドコモが提供する全国型モバイル内線サービス「オフィスリンクⓇ」
を含む、お客様が現在ご利用中の従来の電話システムと「Microsoft Teams」の音声通話サービスを接続することで、
2 つの音声通話環境間での相互通話も可能となる。提供料金：個別見積もり　お問い合わせ先：ドコモ法人営業担当

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2019/10/01_01.html ）

NTTドコモが Offi  ce365の「Microsoft Teams」向けに固定電話や会社の内線番号などで
発着信ができるクラウド型電話ソリューションを提供開始

　㈱インターコムは、導入・運用が簡単な法人向けクラウド型ビジュアル IVR サービス「Hasso（ハッソ）」を新開発し、
2019 年 10 月 31 日より販売開始した。「Hasso」は、電話受付業務を自動化するクラウドサービスである。メーカーやサー
ビスプロバイダーは、商品・サービスに関する問い合わせを 24 時間受付可能となり、電話対応の効率化や機会損失の防
止を実現できる。特にスマートフォンでの問い合わせに対して、視覚的に案内メニューを提供することで、音声ガイダ
ンス確認時間を大幅に短縮し、スムーズな誘導によって顧客の利便性を向上させる。特長は、ビジュアル IVR をお客様
自身で作れる手軽さである。コールフローや専用 Web サイト作成用にテンプレートが多数搭載されている上、追加や編
集もドラッグ＆ドロップで簡単に行える。また、ビジュアル IVR と電話回線をクラウド上で提供しているため、サーバー
の構築・管理、電話設備や回線の契約・工事が一切不要で、情報システム担当者がいない企業やコールセンター部門が
ない企業でも手軽に導入可能である。価格（税抜）：初期費用 20,000 円　基本料金 20,000 円～　お問い合わせ先：㈱イン
ターコム　営業本部 CS グループ　TEL:03-3839-6307
（URL: https://www.intercom.co.jp/press/news/2019/1018_hasso.html ）

インターコムがクラウド型ビジュアル IVRを簡単に作成できる「Hasso」を販売開始

　㈱日立情報通信エンジニアリングは、クラウド型コンタクトセンターソリューションを 2019 年 10 月 24 日より販売開
始した。本ソリューションは、低コスト、短期間での導入が可能である。さらにコンタクトセンター業務に必要な機能
をクラウドで提供するため、自宅など職場以外の場所からでも利用可能になる。コンタクトセンターの基本機能として
の ACD や IVR、通話録音機能を始め、離れた場所で働くオペレーターの管理も容易にできるよう座席マップやリアル
タイムモニタ、ヒストリカル機能による稼働実績集計・分析などの管理機能も充実している。また、UC 機能（チャット・
ビデオ）や CRM 機能もオプションで提供することができ、さらには既設日立製 PBX にも簡単にアドオンすることがで
きる。お問い合わせ先：㈱日立情報通信エンジニアリング　営業統括本部　営業戦略本部　TEL:050-3163-1755

（URL: https://www.hitachi-ite.co.jp/news/2019/20191023.html ）

日立情報通信エンジニアリングがクラウド型コンタクトセンターソリューションを販売開始
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　シャープ㈱は、「警視庁 犯罪抑止対策本部」「大阪府警察
本部 特殊詐欺対策室」のアドバイスにより、直接電話に出
ることなく、相手を確認したり、詐欺・迷惑電話を撃退し
たりする防犯機能を強化したデジタルコードレス電話機 2
機種を 2019 年 11 月 14 日より販売開始した。本機は、電話
が鳴る前に自動で相手に警告メッセージを流す「自動着信
前警告」と、電話を切らない相手には、自動で名前を確認
するメッセージを流し、相手を確認してから電話に出るこ
とができる「自動聞いてから応答」の二重の防犯対策機能を搭載した。また、着信中や留守応答中、通話中にもワンタッ
チで詐欺・迷惑電話を撃退できる「迷惑ストップボタン」を新たに搭載したほか、電話をかけてきた相手をランプの色（赤・
緑）でお知らせする「あんしんフラッシュランプ」など、詐欺・迷惑電話対策を強化している。価格：オープン価格　
お問い合わせ先：シャープ㈱　お客様ご相談窓口　TEL:0120-663-700
（URL: https://corporate.jp.sharp/news/191023-a.html ）

シャープがデジタルコードレス電話機２機種を発売

<JD-AT95CL>
（親機コードレスタイプ）

<JD-AT90CL>
（スタンダードタイプ）

　㈱大塚商会は、クラウドベースの電子サインサービス「Adobe Sign」の導入を支援する「Adobe Sign スターターパッ
ク」を 2019 年 10 月 25 日より販売開始した。本「Adobe Sign スターターパック」は、企業における電子サインの導
入に際し、お客様の状況に合わせて利用用途や範囲を確認して設定値を決定のほか、文書テンプレートの作成方法や
管理操作の指導により適切な運用方法を提案する。導入企業は、稟議書の社内承認や契約書の締結といった文書業務
にかかる時間とコストを大幅に削減することができる。価格：個別見積もり　お問い合わせ先：㈱大塚商会　共通基
盤ハード・ソフトプロモーション部　ライセンスプロモーション課　TEL:03-3514-7560

（URL: https://www.otsuka-shokai.co.jp/corporate/release/2019/191024.html ）

大塚商会が電子サイン導入支援サービスとライセンスをセットした
「Ａｄｏｂｅ Ｓｉｇｎスターターパック」を提供開始

LG エレクトロニクス・ジャパン㈱は、プロジェクターシリー
ズ「CineBeam（シネビーム）」として LG エレクトロニクス・ジャ
パン㈱初となる、超短焦点 4K レーザープロジェクター「HU85LS」
を 2019 年 11 月 8 日より販売開始した。本プロジェクターは、
4K（3840 × 2160）の高精細な映像を、壁から約 10㎝の距離で
100 インチ、約 18㎝で 120 インチとわずかな距離で投影が可能な
超短焦点モデルである。60 インチの大型テレビの 4 倍にあたる「大画面」と、投影距離を最小限に抑えた「省スペース」
を両立させながら、ユーザー目線での使いやすさを追求した、様々な機能を搭載している。特長は、①壁からわずか 18㎝、
4K 映像を 120 インチで投影。②凹凸に敏感な超短焦点モデルを克服する 12 箇所のエッジ調整。　③暗いところでもボ
タンが見やすい「マジックライティングリモコン」採用。価格：オープン価格　お問い合わせ先：LG エレクトロニクス・
ジャパン㈱　カスタマーセンター　TEL:0120-813-023

（URL: https://www.lg.com/jp/about-lg/press-and-media/press-releases ）

ＬＧが超短焦点４Ｋレーザープロジェクター「ＨＵ８５ＬＳ」を販売開始

超短焦点4Kレーザープロジェクター「HU85LS」

　㈱ NTT ドコモは、第 3 世代移動通信方式の「FOMAⓇ」および携帯電話からインターネットやメールを利用できるサー
ビス「i モードⓇ」を、2026 年 3 月 31 日（火曜）に終了すると発表した。「FOMA」は、2001 年 10 月に世界に先駆けて
第 3 世代移動通信サービスを開始し、384kbps（2001 年当時）の通信で、より大容量な動画やゲームなどを楽しむことが
可能となり 2011 年には約 5700 万契約を突破した。また、「i モード」は 1999 年 2 月にサービスを開始し、携帯電話から
9600bps（1999 年当時）の通信速度でインターネットを楽しむことや、電子メールの送受信ができる機能が好評で、2010
年 7 月に約 4900 万契約を突破するなど、多くの方に利用されてきた。このたび、4G（第 4 世代通信方式）の普及による
市場環境の変化に伴う契約数の減少や、5G（第 5 世代移動通信方式）に経営資源を集中するためサービスを終了するこ
とになった。（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2019/10/29_00.html ）

ＮＴＴドコモが「ＦＯＭＡ」および「iモード」のサービス終了について発表
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IDC Japan ㈱は、国内プライベートクラウド市場予測を発表した。これによると 2018 年の国内プライベートクラ
ウド市場規模は、前年比 38.6％増の 5,764 億円となった。同市場の 2018 年～ 2023 年の年間平均成長率は、36.4％で推
移し、2023 年の市場規模は 2018 年比で 4.7 倍の 2 兆 7,194 億円になると IDC は予測している。現在、国内市場では
プライベートクラウドよりも、パブリッククラウドに対する注目度が高まっている。この背景には、ユーザー企業の
パブリッククラウドに対するセキュリティの懸念が解消傾向にあると共に、既存アプリケーションソフトウェアのパ
ブリッククラウドへの移行を促すベストプラクティスの整備や運用サービス（マネージドサービス）の拡充、人工知
能／機械学習やクラウドネイティブアーキテクチャといった技術の発展を挙げることができる。一方、パブリックク
ラウドの導入では、「新しいスキルの習得」や「運用や管理の見直し」「ソフトウェアライセンスやコストの管理強化」
がユーザー企業には求められ、導入障壁となっている。

（URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ45603419 ）

ＩＤＣ Ｊａｐａｎが国内プライベートクラウド市場予測を発表

　㈱タカラトミーと㈱ NTT ドコモは、業務提携契約を締結し、
ダンボールで作るプログラミング教育サービス「embot（エム
ボット）」の共同事業を開始した。これにともないプログラミ
ングアプリで動かすことができるダンボールロボットキット

「e-Craft シリーズ embot」を、2019 年 11 月 30 日からタカラト
ミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて販売
開始した。全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、
インターネットショップ（「タカラトミーモール」以外）では
2020 年春に発売予定である。
価格（税抜）：6,000 円　お問い合わせ先：㈱タカラトミー　
お客様相談室　TEL:0570-041031（ナビダイヤル）

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_191029_02.pdf ）
ダンボールキット「e-Craftシリーズ　embot」

タカラトミーとＮＴＴドコモがプログラミング教育サービス「ｅｍｂｏｔ」の共同事業を開始

㈱ NTT ドコモは、ネクス社製 USB 型データ通信製品「UX302NC-R」を、2019 年 11 月
11 日より販売開始した。働き方改革の広がりによる時間や場所を選ばず仕事をするビジネ
スユーザーの増加や、IoT 市場の拡大など、データ通信製品を取り巻くお客様ニーズは多
様化している。このような多様化するお客様ニーズに柔軟に対応するため、メーカーブラ
ンド製品である本製品を販売した。販売にあたっては、ドコモオンラインショップを含む
全ドコモ取扱店で一斉に取り扱いを開始し、お客様に安心して利用できるよう、全国のド
コモショップにて故障の手続きにも対応する。　
販売チャンネル：全ドコモ取扱店、ドコモオンラインショップ

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2019/11/05_01.html ）
ネクス社製 USB型
データ通信製品「UX302NC-R」

ＮＴＴドコモがネクス社製ＵＳＢ型データ通信製品「ＵＸ３０２ＮＣ－Ｒ」を販売開始

　㈱プリンストンは、ポケットに入るほど小型のワイヤレスプレゼンテーション「EZCast Pro Dongle2」（EZPRO-
DONGLE2D10）の取り扱いを 2019 年 11 月 15 日より販売開始した。本製品は、最大 32 台のパソコンやスマートフォ
ンの画面を、大画面ディスプレイやプロジェクターへ簡単にワイヤレスで表示が出来るワイヤレスプレゼンテーショ
ンである。専用のアプリケーション「EZCast Pro」を入れた Windows/Mac/Android/iOS/iPadOS 製品の表示画面を
ミラーリングするだけでなく、デバイスの AirPlay 機能や Miracast 機能を使用した表示も可能である。複数のデバ
イスを接続した際には最初に接続したデバイスがホストとなって画面の表示をコントロールできるほか、ワイヤレス
設計により画面表示の切り替えごとのケーブル差し替えにかかる時間を無駄にせず、会議やプレゼンが行える。また
ProCast 機能により、最大 8 台のディスプレイに接続して同じ映像を表示することも可能になる。　価格：オープン
価格　お問い合わせ先：㈱プリンストン　TEL:03-3863-7131

（URL: https://www.princeton.co.jp/information/2019/11/201911081102.html ）

プリンストンがポケットに入るワイヤレスプレゼンテーション「ＥＺＣａｓｔ Ｐｒｏ Ｄｏｎｇｌｅ２」を取り扱い開始
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　㈱内田洋行は、企業の働き方改革への取り組みで広がる会議のスピードアップを支援するため、タブレット端末
からアイコンをワンタップするだけで会議室の利用環境を瞬時に整える、クラウド型の会議支援システム「MeeTap

（ミータップ）」を開発し、2019 年 12 月 20 日よりサービス開始した。主な特長は、①利用者向け機能：会議室の
ICT 機器をワンタップ操作・多拠点をつなぐ TV 会議シーン設定もワンタップ操作　②管理者向け機能：ネットワー
ク上での状態監視による迅速な問い合わせ対応・会議室内の ICT システムの利用状況を確認　価格（税抜）：基本
料金 16,000 円～／月、1 部屋あたり利用料 1,500 円～／月　お問い合わせ先：㈱内田洋行　ICT プロダクト企画部　
TEL:03-5634-6681

（URL: https://www.uchida.co.jp/company/news/press/191112b.html ）

内田洋行がクラウド型会議支援システム「ＭｅｅＴａｐ」の提供開始

　ソフトバンク㈱は、4G データ通信機能を備えた LED 蛍光灯一体型カメラを活用した IoT 防犯カメラサービ
ス「SecuLight（セキュライト）」の提供を、2020 年春（予定）から法人のお客様向けに開始する。本製品は、㈱
MOYAI が開発した、4G データ通信機能を備えた LED 蛍光灯一体型カメラ「IoTube（アイオーチューブ）」を用い
たサービスで、ソフトバンクは防犯カメラ本体（「IoTube」）、4G データ通信サービス、クラウド環境、映像確認や
機器管理のための専用のウェブアプリケーション、保守・運用サービスを、トータルで提供する。「SecuLight」は、
LED 蛍光灯一体型の防犯カメラを用いたサービスで、防犯カメラを導入するための設置工事や配線工事などが不要
である。そのため工事が困難な場所でも初期費用を抑えて迅速に導入することができる。また、4G データ通信機能
を備えているため、防犯カメラ録画映像の確認や、各機器の状態監視や設定変更、故障検知などの管理を遠隔で一括
して行うことができ、運用負荷を軽減することができる。

（URL: https://www.planex.co.jp/news/release/2019/20191115_spotcam-pano.shtml ）

ソフトバンクがＩｏＴ防犯カメラサービス「ＳｅｃｕＬｉｇｈｔ」を２０２０年春に提供

TOA ㈱は、デザインを刷新した赤外線会議システムを 2019 年 11 月 15 日より
発売した。発売したのは、センター装置 3 機種、マイクユニット 4 機種等、計 9
機種である。本赤外線会議システムは、充実した音響調整機能や録音機能を搭載
しつつ、話者や聞き手の視界を妨げない、さまざまな会議場の意匠にも考慮した
コンパクトなデザインとなっている。官民問わず生産性向上を目的とした働き方
の見直しが進められている昨今、効果的なコミュニケーションを行う上でスムー
ズな会議運営に貢献する。また、設置に複雑な配線工事を必要としないため、会
議場の老朽化に伴うリニューアルや頻繁なレイアウト変更にも柔軟に対応できる。
主な特徴は、①優れた操作性と、意匠との調和を両立する、コンパクトなデザイ
ン　②スムーズな会議運営をサポートする充実機能　③赤外線コードレス方式採用により、レイアウト変更などにも
柔軟に対応　価格：オープン価格　お問い合わせ先：TOA ㈱　お客様相談センター　TEL:0120-108-117

（URL: https://www.toa.co.jp/products/news/2019/news2019-11-15ts.htm  ）

ＴＯＡが使いやすくてコンパクトなデザインでスムーズな会議運営に貢献
赤外線会議システムの新シリーズを発売

赤外線会議システム　
ＴＳ－９２０／８２０シリーズ

シャープの子会社である㈱ AIoT クラウドは、独自の AIoT プラットフォームを活用したクラウドソリューション
サービスの第 1 弾として、ビジネスチャット、音声／ビデオ会議機能を搭載し、2 つの機能をシームレスに利用でき
るビジネスコミュニケーションサービス「LINC Biz」を 2019 年 11 月 28 日より提供開始した。本サービスは、ビジ
ネスチャット機能を中心に業務の大幅な効率化が図れるビジネスコミュニケーションツールである。手軽にビジネス
チャットや音声／ビデオ会議が行えることで迅速なコミュニケーションを実現するほか、ビジネスチャットでやり取
りした資料を音声／ビデオ会議にスムーズに利用できるなど、シームレスな連携が可能で、主に中小企業やスタート
アップ企業を対象に、働き方改革・業務コミュニケーションの革新をサポートするサービスとして提案する。提供価
格：無料（2020 年 1 月中旬以降、別途有料プランを提供開始予定）　利用形態：Web ブラウザ、モバイルアプリケー
ション、PC アプリケーション　お問い合わせ先：㈱ AIoT クラウド　URL: https://getlincbiz.jp/

（URL: https://corporate.jp.sharp/news/191128-b.html ）

ＡＩｏＴクラウドがビジネスコミュニケーションサービス「ＬＩＮＣ Ｂｉｚ」を提供開始
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特集

長い間、引き出しや預け入れなどの取引がされていない預金口座はありませんか？ 10年間取引がない預金は毎
年1,200億円（その後、500億円程度は払い戻し）程度発生しています。そこで、その10年間取引のない「休
眠預金」を、民間公益活動のために活用する休眠預金等活用法が始まりました。ただし、休眠預金になっても手
続きをすれば、預金を引き出すことができます。皆さんもこの機会に確認をして頂ければと思います。

放置したままの口座はありませんか？
１０年たつと「休眠預金」に

　１．休眠預金ってどんな預金？
　⇒ 10 年間、取引がない預金

何年も使っていない預金口座はありませんか？
例えば、子供のころに親が作った口座、学生時代

やかつての転勤先で作った口座など、思い当たる節
はありませんか？

10 年以上取引がない預金は、過去の実績をみると、
毎年 1,200 億円程度発生しています。

こうしたお金を社会のために役立てられるように、
「休眠預金等活用法（正式名称「民間公益活動を促進
するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法
律」）」が、2016 年 12 月に国会で成立し、2018 年 1 月
に施行されました。この法律は、10 年間取引がない
預金を「休眠預金」として、2019 年 1 月以降に発生
する「休眠預金」を、民間での公益的な活動の支援
に活用するものです。

休眠預金の対象になるのは、銀行の普通預金や定
期預金をはじめ、郵便局（ゆうちょ銀行）の通常貯
金や定期貯金、定額貯金、信用金庫の普通預金や定
期積金などが該当します。外貨預金や仕組預金、財
形貯蓄などは対象外です。（図表1参照）

２．休眠預金になりそうな場合、何か通知は来
るの？
⇒残高 1 万円以上で、登録した住所に住んで

いれば通知が届きます

最後の異動（注 1）から 9 年が経過し、近い将来、
休眠預金になりそうな預金があると、預けてある各
金融機関のウェブサイトで公告が行われます。

また預金残高が 1 万円以上の場合は、預け先の金
融機関から登録されている住所に通知が郵送されま
す。通知が届けば、その預金は休眠預金にはなりま
せん。この通知は電子メールで届く場合もあります。
電子メールの場合は宛先不明にならずに受信できれ
ば休眠預金にはならず、引き続き通常どおりの預金
として取り扱われます。

ただし、通知されるのは預金残高が 1 万円以上の
場合ですので、1 万円未満だと通知は送付されません。
また、残高が 1 万円以上でも、金融機関に登録をし
ている住所が現住所と異なると通知が届かず、何も
しないと休眠預金になります。電子メールのアドレ
スについても同様です。

住所や電子メールが変わった人は、注意が必要で
す。通知が届かず、知らない間に休眠預金になる可
能性があります。

また、次のような「異動」を 10 年以内に行って
いれば、休眠預金にはなりません。「異動」とは、預
金者が今後も預金を利用する意思を表示したものと
して認められるような取引などです。入出金などは、
全金融機関共通で「異動」になります。他方で、例
えば通帳への「記帳」が「異動」と見なされない金
融機関もあります。金融機関ごとに「異動」の定義
は異なっていますので、詳細は、取引のある金融機
関にお問い合わせください。

（注 1）＜異動に該当するもの〉
（1）入出金（金融機関による利子の支払を除く）
（2）手形または小切手の提示等による第三者からの

対象になる 対象にならない

普通預金、通常貯金 外貨預貯金

定期預貯金、定額貯金
定期預金

仕組預貯金

当座預貯金 財形貯蓄

貯蓄預貯金

図表1　休眠預金の対象になる預金、ならない預金
　　　　（主なもの）
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支払請求（金融機関が把握できる場合に限る）
（3）公告された預金等に対する情報提供の求め
※（1）～（3）は全金融機関共通、（4）以下は金融

機関によって異なります。
（4）預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越
（5）預金者等による残高照会
（6）預金者等の申出による契約内容・顧客情報の変

更
（7）預金者等による口座を借入金返済に利用する旨

の申出
（8）預金者等による預金等に係る情報の受領
（9）総合口座等に含まれる他の預金等の異動

なお、休眠預金になったとしても、取引のある金
融機関で手続きをすれば、いつでも「元本＋利息」
が引き出せます。必要な手続きは取引のある金融機
関にお問い合わせください。

３．休眠預金になると、どうなるの？
⇒預金保険機構に移管され、民間公益活動の

ために活用されます

10 年間、取引などがなく休眠預金となったお金は、
金融機関から預金保険機構に移管されます。その後、
公募により選定される団体を通じて、NPO 法人な
ど民間の様々な団体が行う公益活動に活用されます。
具体的には、法律により、公益に資する活動として、
子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支
援の 3 分野に活用することとされています。

なお、現在、民間公益活動を行う NPO 法人等に助
成、貸付けまたは出資を行う資金分配団体の公募を
内閣総理大臣により指定された一般財団法人日本民

間公益活動連携機構（JANPIA）で行っています。

 

なお、休眠預金になった後でも、預けていた預金
は引き出すことができます。取引のあった金融機関
に、通帳や取引印、本人確認書類等を持参して手続
きをしてください。具体的な手続きについては、取
引のあった金融機関にお問い合わせください。

休眠預金についてもっと詳しく知りたい方は、金
融庁ウェブサイトに掲載されている「Q&A」をご覧
ください。
（URL: https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/
kyuminyokinQA.pdf）

休眠預金になるまでの流れ

（出典：政府広報オンライン　
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201907/1.html）

休眠預金活用の仕組み
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　｢東京に最強のモバイルネットワークを作り上げた
い｣ ─｡ 昨年 8 月、東京都の小池百合子知事が発表
した ｢TOKYO Data Highway 基本戦略｣ は、5G ネッ
トワークを早期に展開し、少子高齢化や環境問題な
どの社会的課題を解決するとともに新たな産業の創
出や都市力の強化につなげようという意欲的な構想
だ。

■スマートポールによるエリア展開
東京都では、TOKYO Data Highway の構築に向け

て 3 つのアクションを展開する（図表）。
　1 つめが、5G の基地局アンテナ設置のためのアセッ
トの回放と、利用手続きの簡素化だ。
　東京ビッグサイトや東京国際フォーラムといった
都の施設をはじめ、都道、都立公園、橋梁、バス停、
信号機などが候補となる。都道は約 2200km、都立公
園は約 2000ha、橋梁は約 1200 橋、信号機は約 1 万
6000 基などアセットは豊富にある。それぞれについ
て基地局アンテナの設置場所としての実現可能性を
検証した上で、通信キャリアに開放する。
　東京都には都道や区市町村道に約 69 万本の電柱が
あり、東京電力や一部の通信キャリアの間で 5G 基
地局の設置場所としての可能性を模索する動きが見
られる。しかし、東京都では無電柱化を進めており、
すでに地中化されているエリアも多い｡ そうした場
所については電柱ではなく、「スマートポール」の活

用も検討しているという。
　スマートポールとは、5G や Wi-Fi のアンテナを含
む通信機能を搭載した本体にデジタルサイネージや
スピーカー、監視カメラなどを装備した多機能型の
ポールのこと。欧州でフィリップスとエリクソンが
積極的に展開しているほか、国内では NEC が東京都
杉並区で実証実験を行っており、5G 時代に普及が予
想されている。
　｢5G で割り当てられている周波数のうち、高速大
容量や多数同時接続のエリア展開に適した 28GHz 帯
を使い、スマートポールによる 5G エリア化の可能
性についても検討したい｣ と戦略政策情報推進本部 
ICT 推進部 情報企画担当部長の荻原聡氏は話す。

併せて、通信キャリアが基地局アンテナを設置す
る際にワンストップで対応する窓口を新設、申請か
ら承認までをスピーディに行えるようにする。
　端的に言うと、3 キャリアの時代には、3 回の申請
および工事が必要となっていた｡ 今後は ｢ある通信
キャリアが東京都の施設に基地局アンテナを設置し
たいという申し出があった場合、他の 3 社にも公平
に声掛けし、希望を募っていく｣ と荻原氏は述べる。
その際、4 キャリアの申請を一元化し、1 社が申請す
れば他社は手続きが簡便になるような仕組みを整備
する。また、各社の意向にもよるが、基地局アンテ
ナの共用化も提案したいとしている。
　こうした取り組みに向けて現在、LTE の基地局ア

業界特集

東京都は昨年８月、｢TOKYO Data Highway基本戦略｣を打ち出した。エリア展開に東京都も加わることで早
期に５Ｇネットワークを構築、新たな産業の創出や都市力の向上につなげようとしている。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

ローカル５Ｇへの参入も検討
５Ｇで東京を最先端の都市に

図表　TOKYO Data Highway構築に向けた3つのアクション
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ンテナが設置されている東京都のアセットを洗い出
しており、そこに 5G の基地局アンテナを付けていき
たいという。

 

 

■西新宿を５Ｇのショーケースに
　2 つめが、5G 重点整備エリアの設定だ。
　まず、今年 7 月の東京オリンピック開幕までに、
会場および周辺エリアを最優先で 5G ネットワークを
構築する。
　通信キャリア各社は、オリンピックに合わせて、
新たなスポーツ観戦スタイルやパブリックビューイ
ングなど 5G の特徴を活かしたサービスを予定してお
り、東京都がその実現を後押しする。
　このほか、西新宿の都庁周辺および首都大学東京

（2020 年 4 月、東京都立大学に名称変更予定）のキャ
ンパスを重点整備エリアとして 5G エリア化を進める。
　西新宿については、｢3.7/4.5/28GHz とすべての周波
数帯に対応した全キャリアの 5G ネットワーク環境を
整備し、スタートアップやベンチャー企業に 5G 実証
環境として使っていただきたい｣（荻原氏）という。
　西新宿には超高層ビルが林立し、オフィスやホテ
ルも多い。とはいえ、都庁が移転した約 30 年前と比
べるとにぎわいがなくなっている。IT 系ベンチャー
企業の多くは渋谷や五反田にオフィスを構えている
が、そうした企業を西新宿に集め、5G を活用した新
たなビジネスやサービスの創出につなげる狙いがあ
る。また、西新宿の通り沿いに各社のスマートポー
ルを設置するアイデアもある。「西新宿に行けば 5G

を体験できる」といった新たなイメージを作ること
で、多くの企業や人が集まる活気ある街を目指した
いという。

■遠隔監視による作業効率化も
　3 つめに東京都自らが 5G 施策を展開する。
　その第一歩として、ローカル 5G の免許を申請する
計画だ。
　昨年末に一部帯域でサービスを開始したローカル
5G は、NTT 東日本／西日本やメーカー、CATV 事
業者などが参入の意向を表明している。
　ローカル 5G の利活用により、医療や交通、防災、
教育など、都民の生活に関係のある様々な分野に変
革をもたらすことが期待されている。
　例えば、ローカル 5G でエリア化した西新宿周辺で、
民間企業やスタートアップ、ペンチャー企業ととも
に救急搬送の高度化やドローン活用による災害対策、
デジタルサイネージで様々な情報を配信するスマー
トバス停、自動運転など次世代サービスの検討を進
める。こうした次世代サービスは、都民の生活の質
を高めるだけでなく、都市間競争で優位に立つとい
う意味でも重要な役割を果たすという。
　もう 1 つ、ローカル 5G の用途として、電波が入
りにくいエリア（例えば、地下の工事現場や地下施
設など）の遠隔監視も視野に入れている。これらの
エリアに設置したセンサーから上がってくる様々な
データを元に遠隔から故障予知や予防保全などを行
い、作業の効率化を図りたいという。
　公衆ネットワークから隔離されているため通信障
害や災害の影響を受けにくい、閉域網でデータ漏え
いなどのセキュリティ面が担保できる、ネットワー
ク内のデータを管理できるなど、ローカル 5G のメ
リットを活かした事業を考えていきたいという。
　前回の東京オリンピックが開催された 1964 年は、
高度成長期の真っ只中だったこともあり、新幹線や
高速道路、地下鉄、モノレール、上下水道など多く
の “ レガシー ” （大会後に残る社会的遺産）が生まれた。
　それから 50 年余り。成熟国家となった日本で開催
される 2020 年大会では、5G による高速インターネッ
ト基盤を “ 見えないレガシー ” と東京都では位置付け
ている｡ 西新宿など重点整備エリアでの実証実験の
後、5G ネットワークを活用した取り組みを都全域に
広げ、最終的には全国に展開する方針｡ 国際競争が
激しさを増す中で、5G の利活用により東京都を、そ
して日本を活性化していく取り組みは始まったばか
りだ。

（出典：テレコミュニケーション November 2019）

東京都
戦略政策情報推進本部
ICT推進部
情報企画担当部長
荻原聡氏

無電柱化したエリアにつ
いては「スマートポール」
の活用を検討する（出典：
LinkNYC）
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新製品・新サービス

サイバーリーズン・ジャパンが企業のセキュリティ対策の
レベルを判定できる無料診断ツールを提供開始

近年では、企業や組織を狙ったサイバー攻撃が多
発しており、その攻撃パターンも多様化・巧妙化し
ています。2017 年には、国家レベルのサイバー攻撃
で使用されていたマルウエアが流出したことにより、
通信プロトコルの脆弱性を悪用した大規模なランサ
ムウエア攻撃が発生し、世界 150 カ国以上で 30 万台
以上のパソコンなどが感染被害に遭いました。この
ようなサイバー攻撃の被害に遭わないためには、マ
ルウエアなどの侵入を防ぐだけでなく、侵入後のマ
ルウエアの検知・対処などさまざまな対策が必要です。

こうした中、企業や組織が十分なセキュリティ
対策を行うためには、自社のセキュリティ対策の現
状を正確に把握する必要があるものの、このような
調査には多くの時間やコストがかかるのが現状です。
サイバーリーズン・ジャパンは、本ツールの提供を
通して、巧妙化・多様化し続けるサイバー攻撃に対
する、企業・組織のセキュリティ強化を支援します。

■本ツールの特長
①約５分のアンケートで簡単に無料診断
　パソコンやスマホのウェブブラウザから、企業・
組織の規模や業種、システムの利用状況といった 12
項目の質問に回答するだけで、サイバーリーズンの

セキュリティアナリストのノウハウに基づいた独自
のアルゴリズムが、回答者の企業・組織のセキュリ
ティ対策レベルを自動的に 6 段階でスコアリングし、
結果を表示します。

②類似組織との比較が可能
　スコアリングの結果と併せて、回答者の企業・組
織と規模や業種などが類似している組織の平均値も
表示されるため、自社のセキュリティ対策が他社と
比べてどのレベルにあるのかを客観的に把握するこ
とができます。

③専門家への無料相談が可能
　本ツールによって自社のセキュリティ対策レベル
を把握した後は、具体的にどのような対策を行うべ
きかを検討することが重要です。本ツールでは、結
果の表示画面からすぐに、サイバーリーズン・ジャ
パンのセキュリティ専門家へ、自社で行うべきセキュ
リティ対策について無料で相談することが可能です。

■お問い合わせ先
　サイバーリーズン・ジャパン㈱
　URL：https://www.cybereason.co.jp/

サイバーリーズン・ジャパン㈱は、企業や組織におけるサイバーセキュリティ対策の強化を目的に、パソコンや
スマホから約５分程度の簡単なアンケートに回答することで、自社のサイバーセキュリティ対策レベルを判定で
きる無料診断ツールの提供を、2019年10月16日から開始しました。

■本ツールのイメージ
セキュリティ対策レベル無料診断ツール　URL：https://www.cybereason.co.jp/riskleveltool/
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新製品・新サービス

バッファローが家庭内のＷｉ－Ｆｉ利用範囲を拡張できる
コンセント直挿しタイプの中継機を発売

本商品は、Wi-Fi5（11ac）対応の 5GHz 帯と、Wi-Fi4（11n）対応 2.4GHz 帯のデュアルバンド同時接続が可能
な無線 LAN 中継機です。5GHz 帯は最大 433Mbps（理論値）、2.4GHz 帯では最大 300Mbps（理論値）の通信に対応。
コンパクトなアンテナ内蔵タイプ筐体を採用し、廊下や壁面上部のコンセントなど場所を選ばず設置できます。
また上部への突出を抑えたデザインのため、コンセントの上のポートを塞ぎません。バッファロー製 Wi-Fi ルー
ターはもちろん、他社製品との組み合わせての使用も可能です。また、WPS ボタンを備えており、WPS 対応の
親機との接続はパソコンやスマホなどを必要とせず、本製品と Wi-Fi ルーターそれぞれの WPS ボタンを操作す
るだけで完了します。
　無償提供の AirStation 専用アプリ「StationRadar」（Android/iOS 対応）に対応。親機・中継機・子機それぞれ
の通信状態が一目でわかり、電波環境の確認ができる「中継機設置ガイド機能」で最適な設置場所を視覚的に見
つけられます。また、製品前面に配置された LED インジケーターでも Wi-Fi ルーターとの通信状態を確認でき
ます。LED の点灯／非点灯は WPS ボタン操作で切替でき、睡眠時など必要に応じて LED 表示を消灯できます。

㈱バッファローは、家庭内の Wi-Fi利用範囲を拡張できるコンセント直挿しタイプの Wi-Fi中継機「WEX-
733DHPS」を2019年11月下旬より販売開始しました。

WEX-733DHPS

ITCAvol55本文.indd   14 2019/12/26   16:26



15

さらに Giga 対応 LAN 端子を搭載しており、テレビ・レコーダー・チューナーなどの有線 LAN 対応機器を無
線化できるイーサネットコンバーター機能を搭載。本機能は、㈱ NTT ぷらら（本社：東京都豊島区　代表取締
役社長：永田勝美）が提供する映像配信サービス「ひかり TV4K」動作確認済みです。

5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用可

電波の届かなかった場所にもしっかり届ける

■価格
　型番：WEX-733DHPS

価格：オープン

■お問い合わせ先
　㈱バッファロー

お問い合わせ窓口 URL：https://www.buffalo.jp/support/other/inquiry.html

Giga対応 LAN端子を搭載
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２０20年工事担任者試験のご案内

1．2020年度試験実施日
第 1 回　2020 年 5 月 24 日（日曜日）
第 2 回　2020 年 11 月 22 日（日曜日）

2．試験実施地及び試験会場
（1）試験実施地（近郊都市も含む）

（2）試験会場　　受験票により通知します。

3．試験申請の受付期間及び受付時間

4．試験種別
（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

5．試験時間

6．試験申請の手続き及び試験手数料の払込方法
（1）申請書による申請の場合

　工事担任者試験申請書兼試験手数料払込取扱票用紙に必要事項を記入して、郵便局の窓口で試験手数料を払い込
んだ後、下記 6（3）の（一財）日本データ通信協会電気通信国家試験センターヘ申請書を郵送してください。試験
手数料については、下記 12 の（一財）日本データ通信協会各事務所の窓口でもお取扱いします。なお、全ての試験

2020 年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 水戸 小山 さいたま 千葉 東京 横浜

新潟 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 宮崎 鹿児島 那覇

申請区分 申請内容 申請受付期間および試験手数料払込期限

第 1 回

申請書による申請 2020 年 2 月 1 日（土）から 3 月 5 日（木）
実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請 2020 年 2 月 1 日（土）から 2 月 21 日（金）
インターネットによる申請 2020 年 2 月 1 日（土）から 3 月 5 日（木）
インターネット申請の試験手数料払込期限 2020 年 3 月 6 日（金）

第 2 回

申請書による申請 2020 年 8 月 1 日（土）から 9 月 7 日（月）
実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請 2020 年 8 月 1 日（土）から 8 月 21 日（金）
インターネットによる申請 2020 年 8 月 1 日（土）から 9 月 7 日（月）
インターネット申請の試験手数料払込期限 2020 年 9 月 8 日（火）

＊申請書による窓口での申請受付時間は、下記 12 の各事務所の窓口にて、受付期間中の平日の午前 9 時から午後 5 時までです。
＊インターネットによる申請受付時間は、受付期間中の終日です。

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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科目についての試験免除の申請（以下 ｢全科目免除｣ という｡）及び実務経歴による試験科目の免除を伴う試験申請は、
申請書による申請に限ります。

（2）インターネットによる申請の場合
　　　インターネットによる申請方法は（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（https://

www.shiken.dekyo.or.jp/）を参照の上、手続きを行ってください。試験手数料の払込方法につきましては以下①～④
にてお取り扱いします。

　　①　銀行を選択した場合は、指定された（一財）日本データ通信協会の銀行口座に全国銀行協会加盟の銀行の窓口
又は ATM で払込みをお願いします。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、予めスマートピットホームページからスマートピット番号を取得後、
その番号を入力し、ローソン、ファミリーマート、ミニストップの各コンビニエンスストア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 12 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 月以降に実務経歴証明書を提出し、科目免除を認められた場合で同一種別
の試験を申請するときは、インターネットによる申請の受付を行います。

（3）証明書類の提出 
　　　科目免除申請をする場合に必要な証明書類等は、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　　TEL:03-5907-6556

7．申請書類の頒布
試験申請書その他必要書類は、下記 12 の（一財）日本データ通信協会各事務所の窓口又は郵送等

（送料申請者負担）により無料頒布します。

8．試験科目及び出題方式
（1）試験科目

ア　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（非課税）
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：全科目（基礎、法規、技術）の免除申請料は 5,600 円

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等の単位修得者は、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 6、7、8 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（https://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した方全員に通知します。
　　 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（https://www.shiken.dekyo.or.jp/）

でも合否の確認ができます。

12．問い合わせ先
申請の手続き及び受験に関する問い合せは、試験実施地（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、水戸、小山、さいたま、千葉、東京、
横浜、新潟、金沢、甲府、長野、静岡、
名古屋、津

（一財）日本データ通信協会
電気通信国家試験センター

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

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、宮崎、鹿児島、那覇

（一財）日本データ通信協会
西日本支部

〒 540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋 7 番 3 号
郵政福祉内本町ビル 2 階
TEL：06-6946-1046
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第52回電気通信産業功労賞を関東地方本部の木村氏と
信越地方本部の樋口氏が受賞

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 51 回受賞者は 34 名が選出さ
れ、情報通信設備協会からは関東地方本部会員 株式
会社群電 代表取締役社長 木村清高 氏（関東地方本
部 幹事）と信越地方本部会員 双峰通信工業株式会
社 代表取締役 樋口正仁 氏（信越地方本部 幹事）が
受賞されて、11 月 22 日（金）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
総合通信基盤局長と経済産業省商務情報政策局デバ
イス・情報家電戦略室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

◎木村 清高　氏（株式会社群電　代表取締役社長　

関東地方本部　幹事）　

会員名：株式会社群電
所在地：群馬県前橋市
受賞理由： 昭和 46 年 4 月、群馬電話設備㈱ [ 現・

㈱群電 ] に入社し、48 年の永きにわたり
電気通信事業の発展に尽力されました。
この間、通信ネットワーク全般の設計・
施工を担当し、電気通信業界の技術進
歩と、電気通信工事技術の高度化、お

よび有無線設備・消防指令設備・市町
村の防災設備・LAN 設備等の多様な
工事に対応するため、ハード・ソフト
面を含め社内に整備しました。さらに
人材の育成を図り、社員に対して各種
資格を推奨し、取得できるように支援
するとともに、社員のモチベーション
の向上と地域社会への貢献および情報
通信の健全な発展に寄与されました。

◎樋口 正仁　氏（双峰通信工業株式会社　代表取締

役　信越地方本部　幹事）

　会員名：双峰通信工業株式会社
　所在地：新潟県新潟市
　受賞理由： 昭和 58 年 4 月、東芝通信システムエ

ンジニアリング㈱に入社し、昭和 61
年より先代が創業した双峰通信工業㈱
に入社し、36 年の永きにわたり電気通
信事業の発展に貢献されました。
この間、内線電話交換設備をはじめと
した電気通信設備の普及に努め、官公
庁の施工管理をはじめ、当時急速に普
及してきたパソコンネットワークなど
の対応も積極的に推し進める一方、社
内教育を充実するなど品質の向上に尽
力されました。（一社）情報通信設備
協会では、本部理事、信越地方本部副
本部長・本部長を歴任し、情報通信設
備業界の発展に寄与されました。

（左から）木村氏、坪内会長、和才会長（（一社）電気通信協会）、樋
口氏代理の令夫人、花園事務局長（関東地方本部）

式典模様
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地方本部 　イベント報告

本部
関東

2019 年度 ITCA セミナー　（本部・関東地方本部共催）

日程 2019 年 11 月20日（水）
会場

講演会会場：メルパルク東京
　　　　　（東京都港区芝公園 2-5-20）
Ｗｅｂ配信：アライドテレシス㈱支社・各地方本部他時間 13：30 ～ 16：30

　2019 年度ＩＴＣＡセミナー（本部・関東地方本部共催）を東京都港区のメルパルク東京で開催しました。
　本セミナーは、メルパルク東京を本会場として、全国会場はアライドテレシス㈱様にご協力を頂きました支社会場、地方本部
事務局、会員会社等でＷｅｂ配信により全国 22 会場、約 390 名の方に聴講していただきました。今年度も、東京会場をビデオ
カメラ２台で撮影して、音響設備をヤマハ㈱様にご協力を頂きました。
  東京会場は、穏やかな天候で多数の会員が参加され、情報通信の最新動向に耳を傾けられていました。全国会場では、Ｗ
ｅｂ配信を行い、多くの会員に聴講していただく事ができました。
　演題（1）は、「将来の通信ネットワークを見据えた技術政策等の動向」と題して、ネットワークの仮想化等の技術の進展を
見据えた機能に着目した基準等や電気通信事業法に基づく資格制度の見直し等の検討状況について講演いただきました。
　演題（2）は、「ドコモが目指す５Ｇ時代のビジネス協創～さまざまなパートナーと創る未来～」と題して、次世代の通信基盤
である５Ｇのプレサービスが始まり、商用サービスが目前の５Ｇによる新たな価値創造や社会課題解決について、ビジネスパートナー
との協創モデルによるユースケースについて講演いただきました。

■演題
　（1）「将来の通信ネットワークを見据えた技術政策等の動向」
　　　講師　中村　裕治　氏
　　　　　　　（総務省　総合通信基盤局　電気通信事業部　電気通信技術システム課長）

　（2）「ドコモが目指す５Ｇ時代のビジネス協創～さまざまなパートナーと創る未来～」
　　　講師　船越　健志　氏
　　　　　　　（㈱ＮＴＴドコモ　法人ビジネス本部　５Ｇ・ＩｏＴソリューション推進室長）

司会の塚本教育委員長 坪内会長の開会挨拶 総務省
総合通信基盤局
電気通信事業部
電気通信技術システム課長
中村裕治　氏

㈱ＮＴＴドコモ
法人ビジネス本部
5G・IoTソリューション
推進室長
船越健志　氏

東京会場風景 講演会案内
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２０１９年度 ＩＴＣＡセミナー　全国会場風景

札幌（14）

仙台（12）

東京（82）
栃木（3）
茨城（7）

新潟（16）金沢（18）

名古屋（25）
静岡（7）

大阪（51）

広島（34）
岡山（12）
鳥取（6）
島根（28）

松山（7）
徳島（4）
高知（5）
高松（22）

福岡（12）
北九州（6）
鹿児島（2）
沖縄（14）

仙台 新潟 茨城 金沢

名古屋 大阪 松山 高松

徳島 高知 広島 岡山

鳥取 島根 鹿児島 北九州

福岡 沖縄
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地方本部 　イベント報告

北海道

日程 2019 年 11 月6日（水）
時間 合同委員会：12：00 ～ 13：15

5Gラボ視察：13：30 ～ 14：30会場 NTTドコモ北海道支店（札幌市中央区大通西
１４丁目）

■北海道地方本部第３回合同委員会の開催
　事務局より２０１９年度事業計画の進捗状況と本部報告中間
決算における収支状況について大きな差異が無く進んでいるこ
とを参加各委員へ説明を行いました。

■ドコモ北海道の 5Gラボ視察
　合同委員会終了後ドコモ北海道を訪問し１０月に開設したド
コモ５Ｇオープンラボ北海道を７名で訪問しました。
　ラボには数多くの機器が並び、法人営業部ＩＣＴビジネスデ
ザイン担当の林課長から施設内の説明を頂き、天井に設置さ
れた５Ｇ用のアンテナに驚きと初めて見る多くの機器と５Ｇを用い
たシステムに委員の興味深い視線が注がれていました。

[ ＬＡＢの展示システム ]
・４Ｋマルチアングル３６０°ライブ映像配信システム
・５Ｇを用いた大容量データ送受信を実現させる高精細映像伝

送システム
・ドローン運行に関わる作業をプラットホームで一括管理する
ｄｏｃｏｍｏ ｓｋｙ

・アームバンド筋変位センサ搭載のコントローラで身体と筋肉の
働きを測定しＶＲ操作するＦｉｒｓｔＶＲ

・ＡＲスマートグラスによる作業支援（熟練技術者から新人技
術者へ Acerealを使った遠隔支援）

・札幌オリンピック会場となった大倉山スキージャンプ競技場のス
キージャンプＶＲ

北海道

日程 2019 年 11 月27日（水）～ 29日（金）
時間 9：00 ～ 17：00

会場 札幌市産業振興センター（札幌市白石区東札幌
５条 1 丁目）

■北海道地方本部　職長研修の開催
　２０１９年度第１回 職長および安全衛生責任者教育研修を
札幌弱電設備業共同組合とタイアップし開催しました。
　開催日の札幌地方は低気圧の接近により真冬並みの気温と
大雪になりましたが、講師の経験豊富な事例紹介と説明に受
講者は、長時間研修の疲れも見せず真剣に取り組んでいまし
た。

◆研修日程
　新　規 :１１月２７日（水）～２８日（木） 受講者  ２名
　再教育 :１１月２９日（金） 　　　　　   受講者１２名

　研修終了後には講師より修了証書が授与され晴れ晴れとし
た表情で会場を後にしました。

修了証書の授与模様講師の説明に真剣に耳を傾ける受講者

大和田 講師の講義模様

天井に設置した５Ｇアンテナの説明模様

ＡＲスマートグラスの活用説明に聞き入る各委員

docomo
>>5G OPEN LAB
HOKKAIDO

大倉山ジャンプ台からＫ点越え140mの大ジャンプを体験
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関西

日程 2019 年 11 月8日（金） 施設見学会 
広報教育委員会主催 会場 ダスキン大阪中央工場・アサヒビール吹田工場

・吹田市豊津町「ダスキン大阪中央工場」
・吹田市西の庄町「アサヒビール吹田工場」
・会員交流会　吹田市片山町「北海道知床漁場吹田店」
への施設見学会に 12 社 16 名（事務局含む）にご参加いた
だきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 貸切バスを使わずに公共交通機関で尋ねる第 2 回目の施設
見学会は、晴天に恵まれて訪問することができました。ダスキ
ンは、ミスタードーナツでもおなじみの会社ですが、大阪中央
工場ではもう一つの顔であるモップのレンタル事業を展開されて
います。モップやマットの入荷⇒仕分け⇒洗浄⇒乾燥⇒仕上
げ⇒保管・出荷の作業を大型の洗濯機や乾燥機を導入しな
がらも、最後のチェックは X 線検査機や金属探知機とともに人
間の目視による厳しい検査により出来上がります。 ダスキンは、
創業以来、「レンタル」を基本とした循環型ビジネスを展開し、
廃棄物削減や 省資源化といった環境保全に努めてきました。
現在その事業領域も、環境衛生からフードサービスまで多岐
に渡っています。こうした長年の取り組みを通じた、“ モノを大
切にする”こと、そして環境保全の重要性を再認識しました。

　アサヒビール吹田工場は、アサヒビール発祥の地として、
100 年以上の歴史を持ち、JR 吹田駅の北側にあって昔のレン
ガ壁を所々に残しながら、新しい建物の中で最新鋭の設備を
稼働しています。その最新設備を「見学」しました。スーパー
ドライの製造・缶詰ラインを見学したのち、家庭では味わえな
い出来立てのスーパードライをマイナス2℃に冷やした「エクス
トラコールド」他 2 杯のビールを味わいました。
　今回は、㈱ダスキンを見学し、アサヒビールを訪ねて見学と
試飲で過ごし、学習と会員相互の絆を深めるために会員交流
の場を用意しました。見学会参加者 16 名のうち14 名に交流
会に参加していただき、幹事・一般会員・事務局が垣根なく、
大いに語り合い、懇親を深めました。　

【参加会員】カズヒロシステム㈱　協和テクノロジィズ㈱　近
畿通信設備㈱　サンテレホン㈱　三和通信工業㈱　昭栄通
信工業㈱　大和電設工業㈱　タカギエレクトロニクス㈱　田
中工業㈱　㈱テクネット　南海電設㈱　藤井通信工業㈱

関西

日程 2019 年 11 月12日（火） 時間 午前の部 9：00 ～ 13：00　午後の部 13：30 ～ 17：30

会場  ㈱岩通サービスセンター　会議室 場所 大阪市都島区中野町 4-19-3
「Cat6A 施工トレーニング」を開催し、午前の部に会員企業
様 8 社から14 名に、午後の部に 6 社から10 名にご参加頂き
ました。

この研修は、Cat6A 施工知識やノウハウを吸収したい人を対
象者として、日本製線㈱様から講師を招いて開催しました。

関西

日程 2019 年 12 月5日（木）6日（金） 時間 9：30 ～ 16：30

会場 大阪府立東大阪高等職業技術専門校 場所 大阪府東大阪市菱江 6-9-10
「IP 系ネットワーク基礎研修」を開催し、会員企業様 5 社か
ら10 名にご参加いただきました。この研修は、ネットワークの
仕組みとIPアドレス（V4）について理解し、ルーターの基本
的な設定項目とその意味について理解するものです。パソコン
の操作が出来、インターネットを日常的に使用されている方や

ネットワークについて学習したい初心者を対象としました。
　講師は、『経済産業大臣認定：情報処理安全確保支援士』
で、昨年もご担当いただきました川﨑昌裕先生で、二日間しっ
かりとご指導していただきました。
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新会員（2019年11月1日～12月31日）

■通常会員
◎　会社名　　 株式会社オプテック
　　　　　　　（2019年11月22日入会）
　　所在地　　埼玉県八潮市　
　　代表者　　古谷　守弘　　
　　TEL　　　048-959-9992
　　事業内容　 通信線路、宅内コンシューマ、
　　　　　　　無線通信設備、防犯カメラ工事、
　　　　　　　交通信号設備、
　　　　　　　工作物に係わる電気工事
　　URL　　　https://www.e-optec.com/

◎　会社名　　有限会社峡西シーエーテーブイ
　　　　　　　（2019年11月22日入会）
　　所在地　　山梨県南アルプス市　
　　代表者　　中込　久　　

　　TEL　　　055-283-8383
　　事業内容　CATV、電気通信工事、電気工事
　　URL　　　http://www.cvk.ne.jp/

◎　会社名　　 株式会社シグマソリューションズ
　　　　　　　（2019年12月2日入会）
　　所在地　　秋田県秋田市　
　　代表者　　北畠　寿人　　
　　TEL　　　018-864-1561
　　事業内容　 病医院、歯科医院向けコンピュータ

システム、
　　　　　　　調剤薬局向けコンピュータシステム

　の販売およびサポート。
　　　　　　　LAN設備工事からトータルで
　　　　　　　サポート。
　　URL　　　http://www.sigma-sol.co.jp/

信越

にいがた・技のにぎわいフェスタ2019

日程 2019 年 11 月23日（土）
時間 10：00 ～ 15：30

会場 ハイブ長岡（新潟県長岡市千秋 3 丁目）
■「にいがた・技のにぎわいフェスタ２０１９」
　「体験したら、未来の名工」をキャッチフレーズに、新潟県
内のものづくりのプロ達の技を見て、触れて、体験できるイベン
トが、新潟県長岡市で開催されました。
　新潟県などの主催で毎年この時期に行われるイベントには、
ものづくりマイスターによる実演、木工加工や石材加工など、
主に子どもたち向けの体験教室等が行われ、数千人以上が
訪れます。
　信越地方本部では、会員会社技術者の協力のもと、昨年
と同様 LAN ケーブルの製作体験を行いました。来場者は、
モジュラーピンにケーブルを差し込み、工具でかしめ、作ったケー
ブルで WEBカメラとモニタを接続しました。問題無く使えること
を試したのち、持ち帰りいただきました。

当協会ブースでのＬＡＮケーブル製作体験の様子
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地方本部　INFORMATION

北海道

2020 年　賀詞交歓会

日程 2020 年 1 月31日（金曜日）
参加費 参加会費 :5,000 円

時間 17：00 ～

会場
すみれホテル

（札幌市中央区北 1 条西 2 丁目　
TEL:011-261-5151）
URL http://www.sumirehotel.co.jp

申込み
方法

会員様へ「賀詞交歓会ご案内」書を送付します。
申込み書に出欠有無をご記入の上、返送願います。
連絡先 TEL:011-530-1800 FAX:011-530-1803

北海道

ドコモ北海道５Ｇラボ見学

日程 2020 年 1 月31日（金曜日）
参加費 無料

時間 14：30 ～ 15：30

会場
株式会社ドコモ CS 北海道

（札幌市中央区北 1 条西 14 丁目　
TEL:011-242-5313）
URL htt://www.docomo-cs-hokkaido.co.jp

申込み
方法

会員様へ「賀詞交歓会・5G 見学ご案内」書を送
付します。
申込み書に出欠有無をご記入の上、返送願います。
連絡先 TEL:011-530-1800　FAX:011-530-1803

東北

２０２０年　新春セミナー及び賀詞交歓会

日程 2020 年 1 月22日（水曜日）
参加費 新春セミナー　　　　無料　　　　　　　　　　

賀詞交歓会　　　　参加費　１名 5,000 円時間 新春セミナー 13：00 ～   賀詞交歓会  17:15 ～

会場
ハーネル仙台 （仙台市青葉区本町 2 丁目12-7　
TEL:022-222-1121）　　　
http://www.heanel.jp/

申込み
方法

東北会員へ「新春セミナー及び賀詞交歓会ご案内」
を会費請求と一緒に郵送します。参加者は FAX、
メールにて返送願います。会員以外の皆様は東北
事務局へお問い合わせ願います。
TEL:022-385-5112

関東

２０２０年　賀詞交歓会

日程 2020 年 1 月9日（木曜日）
参加費 関東会員は 1 社 1 名　無料

2 名以上は 1 名について5,000 円時間 15：00 ～

会場
メルパルク東京　5F　瑞雲の間

（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

関東会員へ「賀詞交歓会ご案内」葉書を郵送し
ます。返信葉書に出欠有無をご記入の上、返送願
います。会員以外の皆様は関東事務局へお問い合
わせ願います。
TEL:03-5244-9700

東海

２０２０年　新年名刺交換会

日程 2020 年 1 月15日（水曜日）

申込み
方法

東海会員へ「新年名刺交換会開催案内」をメー
ル配信しますので、出席連絡票に記入のうえメール、
FAX でお申込下さい。
TEL:052-253-7868

時間 16：00 ～

会場
ロー ズコ ートホ テ ル　3F　 アプ ロー ズ の 間 

（名古屋市中区大須 4-9-60　TEL:052-269-1811） 
http://www.rosecourthtl.co.jp/

関西

２０２０年　年賀交歓会

日程 2020 年 1 月16日（木曜日）　　17：00 ～ 申込み 年末に締め切っております
会場 中央電気倶楽部　3 階　大食堂（大阪市北区堂島浜 2-1-25　TEL:06-6345-6351）

北陸

２０２０年  賀詞交歓会

日程 2020 年 2 月17日（月曜日）
参加費 北陸会員は 1 社 1 名 5,000 円、

2 名以上は 1 名について 5,000 円時間 18：00 ～

会場
金沢東急ホテル

（金沢市香林坊 2-1-1　TEL:076-231-2411）
https://www.tokyuhotels.co.jp/kanazawa-h

申込み
方法

北陸会員へ「賀詞交歓会ご案内」をメール配信し
ますので、出欠連絡票に記入の上、メール or ＦＡ
Ｘにてお申込み下さい。
TEL:076-238-8384  FAX:076-237-3826

九州

２０２０年　賀詞交歓会

日程 2020 年 1 月15日（水曜日）
参加費 九州会員は 1 社 1 名 6,000 円

2 名以上は 1 名について5,000 円時間 18：00 ～

会場
八百治博多ホテル

（福岡市博多区博多駅前 4-9-2 TEL:092-483-5111） 
http://www.yaoji.co.jp/

申込み
方法

九州会員へ「賀詞交歓会開催案内」をメール配信
しますので、出欠連絡票に記入の上、メールまたは
ＦＡＸでお申込み下さい。
メール :doi087@kyuhd.com ＦＡＸ:092-584-5115
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委員会・理事会等模様

2019年度第2回委員長会議模様
１．日時　　　2019 年 11 月 6 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　　坪内和人会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　井上新一副理事長・総務財務委員長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長・広報委員長、
　　　　　　　今井秀昭業務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）2019 年度度第 3 回理事会議題審議
　　（上期決算状況等）

（2）その他

2019年度第3回理事会模様
１．日時　　　2019 年 11 月 13 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋他 17 対地接続）
３．出席者　　坪内和人会長、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、
　　　　　　　品田道雄、藤田義明、早川信之、
　　　　　　　吉本幸男、江角　優、阿部准定、
　　　　　　　竹内　聰、渡辺敏郎の各理事
　　　　　　　千田和子の各監事
4．坪内会長挨拶要旨

坪内です。いつも協会の業務にご尽力を頂きまして、あり
がとうございます。

今日は、ちょっと議題が重いのであんまり私喋らない方が
良いかなと思ったんですが、先日、シーテックに行きまして、
ちょっとチラチラと見て参りました。5G のオンパレードで、
何やるにも 5G という形になっておりましたが、このあとモバ
イル系の色んな決算の話を見ていますと、こちらでも 5G オン
パレードでした。ただ、KDDI の髙橋誠社長が「5G、5G とばっ
かり言っている人は、俺は信用しないんだ」と言っていたの
が非常に印象的で、これはポジショントークでもあるんです
けれど、KDDI 若干 5G 遅れていますんでね。

ただ、ある意味じゃ真実でありまして、5G が凄いぞ、凄
いぞと言ったって、何が凄いのか判らないんじゃ全く意味が
ない。それから繋がって速い速いと言っているのは素人です。
という事は、これだけのインパクトのある新しい技術に対し
て、どうやって、どうゆう認識で臨むのかというのがこれか
ら試されるという意味で、髙橋社長はこういう言い方をされ
たんだろうなと思います。　　

こういう新しい技術が入って来る時というのは、皆さん
ご承知とは思いますけれども、大きなビジネスチャンスです。
まず新しい技術が入って来るということは、古い技術を巻き
取りますので、それは今いるお客さんが自分の資質の見直し
をするという、動くという事です。前に Windows が変わるご
とにパソコンが売れたりしましたが、古いシステムを今お持
ちのお客様が新しい何かの技術に対して反応するということ
は、我々事業者にとっては、非常に大きなビジネスチャンス
だということです。

それからもう一つ、新しい技術が入って来ると新しい色々
な企画、技術基準というのが入ってきますが、当然、色々な
技術資格も入ってきます。新しいそういう技術が入って来る
時というのは、新しい資格を持ってそれに対応するという事
も求められるわけで、これは大きなビジネスチャンスなんで
すけれど、逆にそれに乗り遅れると大変なことになるという
意味ではリスクであります。それで今、我々はそういう真っ
只中にいる、そういう中で我々は何をするかということを今
求められているわけです。

今、全国各地、各地方本部が色々苦しい思いをされている
と思いますが、やっぱりお話を聞くと協会に入ったらどんな
良い事があるんですか。という話を必ず聞かれますよね。皆
さんそうお感じだと思います。一番辛いなと思うのは、これ
がなければ工事が出来ないみたいな資格はありませんかと。
それを協会が出してくれるんなら皆、喜んで協会に入るんで
すと、こう言われます。そういう時代もありました。巨人戦
のチケットを配ると新聞が売れた時代もあったわけですけれ
ど、残念ながらその新聞社というのは傾いているわけですね。
そういうことでオールマイティ－な資格というのはもちろん
我々一生懸命探しますけれども、現実のところございません。

そうすると我々が今やるべき事というのは、新しい技術な
り新しい基準が来た時にそれにどう対応するか、知識やある
いはその為の体制を支援するという事だろうと思っておりま
す。私どもの研修事業それから色々なアライアンスのコラボ
レーションをやっていますけれど、これで環境を作る事で会
員の皆さんが新しい技術に対応して行くという事の助けにな
るというのが今、協会で一番出来る有効な機能かなと考えて
おります。

本日、中間決算を見て来年度以降、今年の着地と来年度以
降の色々な話を検討いただくわけですけれども、来年度以降
の色々な新しい方向について皆さんと是非一度議論しながら
決めて行きたいと、そういう意味では今日の理事会かなり重
い理事会になりますので、どうぞ議論のほう宜しくお願いし
たいと思います。
5．大輪理事長挨拶要旨

皆さん、こんにちは。お忙しい中、お集まり頂きましてあ
りがとうございます。
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先ほど会長からもありましたように、専務理事からも話し
たように上期の決算状況について審議をして頂く訳ですけれ
ども、19 年度は、上期実績は対前年度と比較しますと大幅な
減となっておりますが、実績は、ほぼプラマイ 0 の状況と想
定より良い状況となっております。

ただし、今年度は命題の公益目的事業の支出計画の完了年
度でもあり、通期見込みでは若干未達成になると予測してお
ります。本日は主にこの現状の見込みに対して、対処方針に
ついても議論をして行きたいと思います。190 万円程ちょっと
落とさないとならない問題もありますし、最終的な年度です
ので達成できなかったらどうしようかと、これは、翌年度は
端数ですから微々たるものですけど、繰り越しの申請も並行
してやって行こうではないかというふうに思ってますが、私
としては是非、年度内に全てを完了したいというのが私の願
いであります。

一方、会員の状況につきましては、関東地方本部のご努力
によりまして、入退会は、プラス 4 社となっております。目
的にはまだほど遠いのですけれど、何とか財務基盤の確立を
実施する為に、更なる皆様の会員増にご努力を重ねて頂きた
いというふうに思っております。
6．議事内容

（審議事項）
　2019 年度第 3 回理事会議題について次のとおり審議した。

（1）会員入退会状況
　井上総務財務委員長は、資料 -1「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、内容につ
いて具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（2）2019 年度 ITCA セミナーについて
　今井業務委員長は、資料 -2「2019 年度 ITCA セミナー」
について、その概要を説明し、山内専務理事より、内容に
ついて具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（3）2019 年度研修実施状況及び検討事項
　藤田教育委員長は、資料 -4「2019 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、
内容について具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（4）2019 年度上期決算状況
　井上総務財務委員長は、資料 -6「2019 年度上期決算状況」
について、その概要を説明し、山内専務理事より、内容に
ついて具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（5）ITCA 事業運営検討 WG 検討状況について
　山内専務理事より、資料 -7「ITCA 事業運営検討 WG 検
討状況について」について、その概要・内容について具体
的な説明を行い、異議なく議決した。

（報告事項）
（6）職務執行状況報告

　山内専務理事は、資料 -6「職務執行状況報告」の概要を
説明し、坪内和人会長（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、2019
年 5 月 1 日から 2019 年 9 月 30 日までの職務執行状況につ
いて説明し、承認された。

（7）LAN 認定状況及び今後の取組み
　山内専務理事は、資料 -7「LAN 認定状況及び今後の取組
み」に基づき、9 月末の状況を説明し、承認された。

（8）オフィスリンク・光コラボ事業・アライドテレシス協業
取組み状況
　花園事務局長は、資料 -8「オフィスリンク・光コラボ事業・
アライドテレシス協業取組み状況」に基づき、9 月末の状
況を説明し、承認された。

（9）関東地方本部取組み状況
　花園事務局長は、資料 -9「関東地方本部取組み状況」に
基づき、9 月末の状況を説明し、承認された。

（10）アライドテレシス更なる協業取組み状況
　山内専務理事は、資料 -10「アライドテレシス更なる協業
取組み状況」に基づき、9 月末の状況を説明し、承認された。

（11）アライドテレシス無線サーベイ基礎研修実施状況
　山内専務理事は、資料 -11「アライドテレシス無線サー
ベイ基礎研修実施状況」に基づき、9 月末の状況を説明し、
承認された。

（12）ヤマハのセミナー開催状況
　山内専務理事は、資料 -12「ヤマハのセミナー開催状況」
に基づき、9 月末の状況を説明し、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 30 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、2019 年 1 月 9 日～ 9
月 26 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、9 月号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）Web 会議の利用状況
　山内専務理事は、資料 -16「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。

（17）2019 年度役員名簿
　山内専務理事は、資料 -17「2019 年度委員会名簿」を説明し、
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「2019 年度理事会等予定」に基
づき、資料 -6「2019 年度上期決算状況」について提案した、
次期理事会日程を来月開催とする旨を説明・確認し、承認
された。
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最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  

セキュリティ等
各種セミナーを
無料料開講！
（お取引中の販売店様限定）	  

【横浜営業所】
【北北関東営業所】
【札幌営業所】

045-‐‑‒333-‐‑‒7211
048-‐‑‒645-‐‑‒1431
011-‐‑‒611-‐‑‒171103-‐‑‒3271-‐‑‒5151 03-‐‑‒3281-‐‑‒7000

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

取扱製品・ソリューションに関する最新情報は…	  http://www.idknet.co.jp

映像・⾳音声コミュニケーション機器、ネットワーク機器・
ネットワーク部材、セキュリティに関するご相談はぜひ⽯石渡電気へ！	  

新広告データ

WEBサイトでは	  
各種キャンペーン	  
新製品情報など	  
毎⽇日更更新中！
（http://www.idknet.co.jp）	  

最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  

LAYCOM Layer & Computer

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)
〒101-0061東京都千代田区神田三崎町2-22-8 梨本ビル3階 http://www.laycom.co.jp  E-Mail：information@laycom.co.jp

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。

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。

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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５Ｇをえがく５Ｇをえがく ドコモソリューション

東証
上場

〒 東京都港区浜松町

〒
東京都中央区八丁堀 エンパイヤビル 階

＜パートナー＞＜パートナー＞＜パートナー＞
ドコモ／
＜パートナー＞＜パートナー＞
ドコモ／ドコモ／
＜パートナー＞

／ドコモ／ドコモ／ドコモ／ ／／
／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／／日本マイクロソフト／

サイボウズ／協立情報通信

階ドコモショップ八丁堀店 階

協立情報通信株式会社

階階階 情報創造コミュニティー階
階

情報創造コミュニティー情報創造コミュニティー階階
階階階階 ドコモショップ八丁堀店
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〒104-0042　東京都中央区入船2-9-5　HKビル5階
電話：03-5543-2250 ＦＡＸ：03-5244-9711
E-mail：info@itca.or.jp ＵＲＬ：http://www.itca.or.jp

■FRONT VOICE
　新年を迎えて
一般社団法人情報通信設備協会　会長 坪内 和人

■地方本部だより
5G時代に向けたドコモの取組み
～四国エリア初の５Ｇ技術検証環境「ドコモ５Ｇオープンラボ SHIKOKU」～
一般社団法人情報通信設備協会　四国地方本部　事務局長 上原 昇

■特集
放置したままの口座はありませんか？

　10年たつと「休眠預金」に
■業界特集
ローカル5Gへの参入も検討

　5Gで東京を最先端の都市に
■新製品・新サービス
①サイバーリーズン・ジャパンが企業のセキュリティ対策のレベルを判定できる

　　無料診断ツールを提供開始
　②バッファローが家庭内のWi-Fi利用範囲を拡張できる
　　コンセント直挿しタイプの中継機を発売
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あ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。
　昨年の流行語大賞の年間大賞は、
「ONE TEAM（ワンチーム）」でした。
これは昨年のラグビーＷ杯で８強入り
を果たした日本代表のスローガンでし
たが、このスローガンが広く一般の人に
も周知され、楽しい時、苦しい時にもこ
のスローガンで一体となれるような心強
さを感じました。各社においてもスロー
ガンを掲げて社員一丸となっていると
思いますが、ITCA関東地方本部にも
「ICTは 人と未来のネットワーク」という
スローガンがあります。今年も、会員の
皆様と共に情報通信業界を盛り上げ
ていきたいと思いますので、宜しくお願
い申し上げます。

（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
　松本　正幸
　渡邊　秀治
　山内　明
　花園　和幸
　飯塚　栄
　坂口　麗子

通信委員
　河内　康志
　濱田　雅春
　指江　雅夫
　江見　重和
　渡辺　博明
　上原　昇
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