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FRONT VOICE

　新年明けましておめでとうございます。

会員の皆様には日頃から協会活動にご支援ご

協力をいただき、誠に有難うございます。

昨年はアベノミクス効果もあり、経済指標や

株式市場は活力を取り戻しつつも、消費者とし

ては必ずしも回復の実感が得られないまま推移

した 1 年でした。

世界的には超大国の経済基盤の脆弱性が露呈

するとともに近隣諸国との関係の緊張も高まり、

我が国の経済環境は不確実で見通しの利かない

情勢が続いております。

ICT 関連業界については、新しいデバイス

とアプリケーションの出現と急速な普及が通信

キャリヤ、メーカー、SIer の収益源の変化とそ

れに伴う業態変化をもたらしており、基幹事業

の転換とリソースの再配分を迫られています。

誰しもが生き残りを掛けて闘っていますが、

大企業ほど転換が難しく、自前のリソースでは

対応できないことから M&A や提携などのアラ

イアンス戦略に舵を切っています。

協会加盟の各社も状況は同じで、今迄のよう

に設備構築や LAN 環境を顧客に提供するだけ

でなく、広域モバイル内線、クラウドソーシン

グ、ファイルセキュリティ、SFA、社内 SMS、

MDM、リモートサポート等々極めて広範で多様

な顧客のニーズに応えるには多岐に亘るアライ

アンス戦略が必要です。

しかし、単に提携しよう、パートナーになっ

てくれと言っても誰も相手にはしてくれません。

こちらに強みが無ければパートナーにはなりえ

ないのです。

私共の強みは「中堅、中小のお客様を永年しっ

かりと掴んでいること」です。

そのお客様が望んでいる商品、サービスを提

供すること。たとえそれが従来自社で扱ってい

ないものであっても調達してお届けする。そし

てお客様の満足を得る。これだけです。

協会本部は昨年後半から通信キャリヤ、ソフ

トウエア企業等との新たなアライアンスを模索

し始めています。

今年は皆様のご意見、ご要望に従いながらこ

れを更に強力に展開して行くつもりです。

また、我々にはいろいろな仲間が必要ですし、

その為には会員拡大活動も重要です。我々役員

一人ひとりが一声運動を励行し、新会員或いは

復帰会員の獲得に努力しましょう。

今年こそ「馬」力を掛けて行動し、今迄変え

られなかったことを変えて行こうではありませ

んか。

一般社団法人情報通信設備協会
会　長　網 谷　駿 介

新年を迎えて
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業界ニュース　10月 

1日（火） 東電など、入札条件にスマートメーター通信規格を明示
日経産業 メーターとエネルギ−制御機器との間の通信経路方式を920メガヘルツ帯無線に「Wi-SUN」、電力線通信に「G3-PLC」を採用。

1日（火） 電機・ITの国際見本市「CEATEC」が開幕
日経産業 ドコモがメガネ型の「ウエアラブル」機器を展示して注目を集めている。

1日（火） UQコミュニケーションズ、最大毎秒110メガビットの新サービスを発表
日経産業 新サービス「WiMAX2+」は現行より約2.7倍高速となっており、2014年には220メガビット、2017年には1ギガビットまで引き上げる。

2日（水） UQコミュニケーションズ、「WiMAX」のエリア整備を加速
日刊工業 電波の届きにくい地下鉄や通信量が増大する繁華街などできめ細かくエリアを整備し、LTEに対抗する。

4日（金） NTT東、光回線契約者向けストレージサービスを拡充
日刊工業 写真や動画を保存する同社クラウドサービスをベースに機器メーカーや印刷会社などと連携し利便性を高める。

7日（月） NTTドコモ、LTE基地局を2014年3月末に前年比の2倍に
日経産業 基地局は約5万局となり、4つの周波数帯を利用して「クアッドバンドLTE」としてアピールする。

8日（火） ヤフー、インターネット通販サイトで出店料を無料化
日経産業 ECサイトとオークションサイトへの出店を無料化。広告収入拡大を狙う。

8日（火） 個人用端末の業務利用、25%が許可なく利用　─デジタルアーツ調査
日経産業 企業がルールを定めていないケースや、許可していない状況で勝手に使用するケースが多いという。

8日（火） 家庭内エネルギー管理システム（HEMS）が「見える化」から進化
日経産業 従来は節電を促す機能が主だったが、エアコンや照明などの対応機器を制御する新世代の機器が相次ぎ登場している。

9日（水） シスコ日本法人、ネットデータ急増でSDN対応製品を充実
日経産業 モバイル機器からクラウドを使う形態が増えたことでネットワークの構築・運用そのものに構造変化が生じているとしている。

9日（水） NTTデータなどIT各社、アマゾンのクラウドを活用した新サービスを相次ぎ発表
日経産業 各社は既存サービスとの連携やセキュリティ強化などの特色を打ち出し顧客の囲い込みを急ぐ。

9日（水） ラブロス、SIMフリーのスマホを拡販
日刊工業 販売店を現在の1店舗から今後1年間で十数店舗に増やす。外国人観光客や海外出張の多いビジネス需要を取り込む。

10日（木）NTTドコモ、米アップルの新型「iPad」を投入
日刊工業 「iPhone」に続いて「iPad」の販売をソフトバンクモバイルやKDDIと同様に開始する予定。

11日（金）KDDI、日本MSやグーグル日本と連携して法人向けスマホの需要を開拓
日経産業 KDDIが窓口となりオフィス関連ソフトをクラウドサービスとして提供していく。

16日（水）2020年、機器間通信の経済効果を1.9兆ドル（約186兆円）　─米ガートナー展望
日経産業 設備のセンサーなどネットに接続される機器は09年の25億個から20年には300億個まで急増すると予測している。

16日（水）日本ユニシスグループのエス・アンド・アイ、スマホを内線化するアプリを開発
日経産業 「VoIP」技術を活用し、無線LANが通じる場所であれば社内外のどこにいても内線通話が無料となる。

21日（月）日本マイクロソフト、「ウィンドウズ8.1」を発売
日刊工業 「8」の改良版で、画面左下に「スタートボタン」を復活させている。

22日（火）来年6月の国内法人PC、「XP」が依然371万台で稼働　─IDCジャパン調査
日経産業 13年6月末の法人パソコン稼働台数は3545万台。2014年4月にサポートを終了するXPはそのうちの1080万台の30.5%だった。

24日（木）パイオニア、オフィス向けに固定電話の通話を自動録音する装置を発売
日経産業 電話機と受話器にケーブルで接続し、通話が始まると自動で録音を開始する。SDカードに録音内容を保存可能。

24日（木）企業のシステム運用管理コスト、各社のIT投資のうち34.5%に　─IDCジャパン調査
日経産業 運用管理で取り組みたい項目としては「システム全体構成の可視化」が最も多かった。
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2020年までにあらゆるモノがインターネットにつながり、
経済効果は世界で1・9兆ドル（約186兆円）に膨れ上がる――。
調査会社のガートナージャパン（東京・港）は15曰から東京
で始まったイベントで IT（情報技術）の展望を示した。14年
に戦略的な重要性を持つ技術として機器間通信（M2M）や学
習するコンピューター（スマート・マシン）など10分野を掲
げた。最先端技術を駆使できない企業は今後の競争から取り
残されるリスクが出てきた。

　「デジタル世界が到来した。すべての企業がテクノロジー会
社になるだろう」。イベントで基調講演に立った米ガートナー
のピーター・ソンダーガード・シニアバイスプレジデントは、
冒頭でこう予言した。
　デジタル化の波が社会を覆う――。ソンダーガード氏が日
本の顧客企業向けに繰り返し強調したのは、かつてない規模
とスピードで進んでいる技術進化だ。こうした変化に対応で
きなければ企業は市場競争にやぶれ姿を消す。「20 年には IT
業界でトップを走るシスコシステムズやオラクル、マイクロ
ソフトといった米企業すらリーダーでなくなる可能性がある」
　ガートナーの言う「デジタル化」とは、モバイルやソーシャ
ル、クラウド、ビッグデータなどの先進技術を実際のビジネ
スに融合させて生まれる価値だ。
　とりわけ注目されるのは、M2M に代表されるモノのイン
ターネットだ。 設備のセンサーなどネットに接続される機器
は 09 年の 25 億個から 20 年には 300 億個まで急増。この結果、
製造業や医療、金融、小売り、官公庁などの業界で新たな経
済価値が 1・9 兆ドル生み出されるとの見通しを示した。
　ネットにつながる機器の増大によって生成されるのはビッ
グデータだ。ガートナージャパンの志賀嘉津士バイスプレジ
デントは「300 億個のモノから発生する巨大データの活用に商
機が潜んでいる。まさにデータがカネになる。新たな製品・サー
ビスの原材料となるだろう」と力説した。
　ビッグデータは次世代コンピューター「スマート・マシン」
の登場も後押しする。それを象徴するのが米 IBM の「学習す
るコンピューター」と呼ばれるワトソン。米国の保険会社や
がんセンターで導人されている。膨大な医学文献や臨床デー

タ、疾患カルテなどを記憶・分析し、医師が治療法を選択す
る際などに役立てている。
　さらに自動車メーカーや IT 企業が開発競争を繰り広げてい
る自動運転車も、人工知能やセンサー技術などを駆使したス
マート・マシンとして期待される分野だ。ガートナージャパ
ンの亦賀忠明最上級アナリストは「機械と人間がお互いに近
づいていく。コンピューターが自動でプログラムを生成する
時代が目前に迫っている」とする。
　17 年までにコンピュー
ターの 10%は単なる情報
処理を超えて自ら学習す
る能力を持つ。これがガー
トナーの結論だ。
　一方でコンピューター
の発達は企業ビジネスだ
けでなく個人の働き方に
まで影響を及ぼす。知識
労働者の 3 人に 1 人はス
マート・マシンによって
仕事を奪われる事態が想
定される。個人も IT の
新潮流にいかに対応する
か、スキルを磨く必要に
迫られている。

300億個の機器 ネット接続、経済効果 20年1.9兆ドル
ガートナー展望 巨大データに商機

10月16日（水）
日経産業

日本ユニシスグループのエス・アンド・アイ（S&I、東京・
中央）はスマートフォン（スマホ）を企業の内線電話として
使うサービスで、内線通話が無料になるアプリ（応用ソフト）
を開発した。データ通信回線で音声をやり取りする「VolP」
技術を採用。無線LAN（構内情報通信網）が通じる場所であ
れば、社内外のどこにいても内線通話が無料になる。

スマホの内線化サービス「ユニコネクト・スリー」を 16 曰
から提供する。社内外のどこからでもスマホを使って会社の
番号を使った着発信や内線利用ができる。個人端末を業務に
活用する BYOD（ブリング・ユア・オウン・デバイス）活用
時に社員聞で携帯通信会社が違っても内線通話は無料になる。
　VolP は無料通話・チャットアプリ「LINE」などで採用され
ている技術。ユニコネクトは無線 LAN が通じる場所で VolP
通話ができるようにした。専用アプリを通して通話をするた
め、無線 LAN が通じる場所であれば内線通話が無料になる
ほか、会社と個人の通話を明確に分けることができる。無線
LAN が通じない社外では通常の 3G 回線を使って有料で通話
する。
　公共スペースや自宅の無線 LAN でも利用できるようにすれ
ば、無料通話の範囲は広がる。セキュリティーに不安があれば、

利用者が自由に設定できるようにした。通話時に無線 LAN を
選ぶか 3G 回線を選ぶかは、通信の強さをもとに通話アプリが
自動で切り替える。手動で切り替えることもできる。
　利用には S&I が出荷する専用の IP（インターネットプロト
コル）電話対応の構内交換機（PBX）サーバーが必要。ネッ
トワークの専門知識がなくてもユーザー登録やセキュリ
ティー管理などを容易に設定できるようにした。
　例えば、管理者はスマホの機種と会社の電話番号を関連づ
け、利用者は通話アプリで PBX サーバーの IP アドレスと自
分の携帯電話番号を入力
するだけで利用できるよ
うになる。
　月額での利用料を設け
た。固定電話とスマホを
5 年間、100 台使う場合で、
PBX サーバーの利用料と
保守料金込みで月額 9 万
7 千円。今後 1 年で現在 6
社の販売代理店を 100 社
に広げ、1000 件の販売を
目指す。

スマホ内線化、無料で通話
エス・アンド・アイ　「VoIP」技術活用

10月16日（水）
日経産業

米ガートナーのピーター・
ソンダーガード・シニアバ
イスプレジデント
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業界ニュース　11月

5日（火） 携帯5社、「070」番号の利用を開始
日刊工業 「070」から始まる電話番号を携帯電話番号として利用を始めた。

6日（水） PC用ディスプレー、新機軸を打ち出した製品が相次ぐ
日経産業 画面横縦比率が21：9の「ウルトラワイド」やタッチ対応の大画面モニターなどがリリースされている。

7日（木） 大企業の4割が情報セキュリティを経営リスクとして認識　─IBM調査
日経産業 IBMが日本と米国、英国、ドイツの各企業に聞き取り調査した結果。

7日（木） 日本マイクロソフト、個人向けに「ウィンドウズXP」搭載PCの下取り額を増額
日経産業 買い替え促進策として家電量販店と連携し、買い替え時に最大1万円下取り額を増やす。

8日（金） 2013年度上期国内タブレット出荷台数、前年同期比77%増　─MM総研調査
日経産業 出荷台数は342万台となり上期として過去最高を更新。12年度下期と比べると8.8%減。

8日（金） 2013年IT市場規模、前年比0.1%増の13兆8288億円に　─IDCジャパン予測
日経産業 景気回復などでスマートフォンなどの販売が伸びており、7月に公表した前回予測に比べて763億円上方修正した。

8日（金） サクサ、中小向けに同社の電話装置システムと連携するファイルサーバーを販売
日刊工業 オフィス内のファクス複合機や同社が展開する電話装置システムと連携すればファクスデータや通話内容の保存も可能。

13日（水）ソフトバンクテレコム、通信・OA機器を提供する法人向けサービスを開始
日刊工業 取扱商品約40万点の中から顧客に最適な商品を提案。通信料金やOA機器の使用代金などの請求をまとめるサービスも提供。

14日（木）2013年上半期国内パソコン出荷台数、前年比7.5%減の691万台　─MM総研調査
日経産業 特に個人向けが30.1%減となり1995年度の調査開始以来最大の減少率となっている。

14日（木）複数端末利用、夜は自宅のパソコンで昼の隙間時間はスマホ　─IDCジャパン調査
日経産業 使い分けの実態調査の結果、夜間に自宅で使う端末としてはパソコンが多く、日中の午後0時台には6割がスマホを使っている。

14日（木）日本電業工作、工事現場向けの長距離無線LANシステムを開発
日刊工業 トンネルや橋など通信環境がない現場で簡単に無線LANネットワークを構築することができる。

18日（月）米マイクロソフトのタブレットOS、「ウィンドウズRT」が孤立無援
日経産業 英アームの低消費電力CPUでも動作するOSで「オフィス」も使えるが、採用する端末メーカーは自社のみの状態となっている。

18日（月）情報サービス20社の通期予想、回復基調が鮮明
日刊工業 IT投資の活発化と海外事業での成果が出始めてていることから、比較可能な18社のうち12社が増収を見込んでいる。

19日（火）日本通信、SIMカードを拡充し一般のスマホユーザー獲得を狙う
日経産業 MVNO草分けの同社は、音声通話基本料とつなぎ放題のネット接続料含めて月1638円のSIMカードを売り出す。

26日（火）LINEの世界利用者数、3億人を突破
日経産業 特にアジアが好調で、利用する国・地域が続々と出ている。7月21日の2億人達成から4ヶ月強での3億人突破となる。

27日（水）レノボ・ジャパン、「ウィンドウズ8.1」搭載8型タブレットを投入
日経産業 350グラムと軽量で「オフィス」も搭載する。8型ウィンドウズタブレットは新たなジャンルだが各社が相次いで発表している。

27日（水）経産省、スマートメーター整備計画を見直し
日刊工業 スマートメーターの整備加速化を日本再興戦略の柱に位置づけており、電力10社が導入を前倒しする改訂案をとりまとめる。

27日（水）NTTドコモ、「iPhone」販売で顧客対応の強化
日刊工業 「ドコモショップ」のスタッフほぼ全員にiPhoneを配布し、端末操作の理解度を向上させ、顧客対応力の底上げを図る。

28日（木）ネットワーク監視カメラ、東京五輪の需要を見込んで各社システムが高度化
日経産業 NECは駅などで群衆の動きから異変を察知。米EMCは数万台の監視カメラの映像を扱える大規模システムを投入する。

28日（木）サクサHD、オフィスのPCや固定電話等の故障の自動通知サービスを始める
日経産業 サクサが通信システムを構築した企業を対象に、異常情報をクラウドを通してメーカーや保守業者に送信する。
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　通信システム開発のサクサホールディングス（HD）は、オフィ
スのパソコンやプリンター、固定電話などが故障した際に、各メー
カーや保守業者にクラウドを通じて自動通知するサービスを始
める。通信機器販売のフォーバルと事業会社を新設する。メー
カーは故障対応のコールセンターなどの運営コストを削減でき
る。2017年3月期までに5万社の契約と売上高数億円を目指す。

新サービスは 14 年 4 月に始める予定。これに先立ち、サク
サはフォーバルと折半出資で新会社「ネットリソースマネジメ
ント」（東京・千代田）を 12 月に設立する。
　まず、サクサが社内の通信システムを構築した企業を対象に、
新サービスを売り込む。各企業のパソコンやプリンター、内線
電話などが故障した場合、サクサが構築した社内の通信ネット
ワークを通して異常情報が新会社のクラウド上に集約し、各機
器のメーカーや保守業者に自動的に送信する仕組み。
　サービスは月額料金で、価格は 1 事業所あたり数干円程度を
検討している。主に国内の中小企業を対象にサービス拡大をは
かる。将来はサクサ以外の企業の通信機器にも対応する計画。
　パソコンなどのメーカーはこれまでコールセンターを通じて

顧客企業からの問い合わせに対応してきた。自動通知により情
報を検知するシステムを個別に構築するメー力―もあるが、サ
クサの新サービスはオフィス内の異なるメーカーの IT（情報
技術）機器を一括で
管理できる。
　サクサとフォーバ
ルは、企業向けに内
線電話や通信機器を
販売してきたが、企
業の事業所数が伸び
悩む中で機器販売も
頭打ちになっていた。
新サービスを通じて、
サクサは通信機器販
売とシステム構築で、
フォーバルは保守
サービスでそれぞれ
販路の拡大をねらう。

オフィスのパソコン・電話……　故障 メーカーに自動通知
サクサ HD クラウド活用、顧客対応コスト削減

11月28日（木）
日経産業

街頭や公共施設などで目を光らせるネットワーク型の監視
システムが高度化している。記憶装置最大手の米EMCは数万
台の監視カメラの映像を扱える大規模システムを投人。NEC
は駅などで群衆の動きから異変を察知する技術の商用化を目
指す。2020年の東京五輪開催を控え、テロ対策などで監視シ
ステムの需要増も見込まれる。市場は今後も継続的に拡大し
そうだ。

監視カメラのシステムはインターネット接続可能なカメラ
の普及によって大規模化が進んでいる。複数のカメラで撮影
した映像をサーバーなどに集約し、効率的に管理したり分析
したりする。政府や自治体、公共交通機関、警備会社などで
採用が期待されている。
　米 EMC は強みであるストレージ（外部記億装置）技術を生
かしたシステムを構築した。最大 144 台のストレージを接続
すれば 20 ベタ（ベタは 1 千兆）バイトのデータをため込める。
カメラ 100 台のシステムを 24 時間体制で稼働させた場合、13
年以上の情報量だ。
　街全体や大型イベントなど、広範囲の監視に役立ちそうだ。
インド最大の商業都市ムンバイでは街の一部を監視する目的
で導入されているという。EMC の羽鳥正明マネージャーは「東
京五輪では海外から大勢の選手や観光客が集まる。監視シス
テム特需を取り込みたい」と力を込める。
　EMC は保存データの流出リスクにも対応する。27 日にハー
ドディスク駆動装置（HDD）を暗号化する技術を製品に追加
した。「システムから HDD だけ盗まれても暗号化されていれ
ばデータを復元できない」（羽鳥マネージャー）という。
　NEC は 11 月、駅など多くの人が集まる場所で群衆の行動を
解析する世界初の技術を開発した。事件・事故に特有の群衆
の動きなどから異常を検知し被害の軽減につなげる。犯罪や
テロ対策への活用を想定しており 14 年度中の実用化を目標に
実証試験を進める。
　最大の特徴は、1 人 1 人ではなく「集団」の動きを解析する
ことで、数百人が行き交う混雑した環境でも状況を正確に把

握できる点だ。あらかじめ群衆が動くときの流れや向き、密
度など数十万枚のサンプル画像を生成し、実際の画像と照合
する。「集団で逃げる」「取り囲み」「集団の滞留」といった行
動が発生すると警告する。
　NEC 情報・メディアプロセッシング研究所の広明敏彦研究
部長は「従来は大勢の人が重なると判別できない課題があっ
たが、群衆の変化に着目することで異常を瞬時に見分けられ
るようになった」と話す。コンピューターが大量の画像を「学
習」するほどに解析精度は向上する。
　日立国際電気も今月、膨大なカメラの録画映像の中から目
的の人物を瞬時に検索するシステムを製品化した。人物の顔
画像から輪郭や目の大きさ、鼻筋といった特徴を抽出してデー
タベースに登録。探している
人物の特徴と照合させ、高速
で答えを導き出す。3600 万人
のデータでは 1 秒以内に検索
が完了する。
　この検索技術を使えば公共
施設などに潜むテロリストを
素早く見つけ出せる。サーバー
50 台をつなげた大規模システ
ムの場合、70 億人の顔を登録
できるという。大波雄一映像・
通 信 事 業 部 部 長
は「空港や鉄道駅
といった施設だけ
でなく災害時に家
族を捜索するよう
なケースにも使え
るなど用途は広い。
海外へも積極的に
販売したい」とい
う。

監視システムより賢く　東京五輪の需要見込む
米 EMC 数万台の映像管理、NEC 群衆の異変を察知

11月28日（木）
日経産業

NEC監視システムは群衆行動
を分析
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地方本部だより

中央電気倶楽部の創立100周年に思う 
一般社団法人 情報通信設備協会 関西地方本部

事務局長　新田 政昭

中央電気倶楽部は、大正 3 年 11 月 6 日関西の電気
事業を扱う関係者により電気の進捗発展と会員相互
の交流等を目的に社交倶楽部として創立され、平成
25 年 11 月 6 日、多くの関係者、会員出席のなか盛大
な「100 周年記念祝賀会」が開催されました。
　当地方本部は、昭和 40 年 12 月（社）全国電話設
備協会関西支部として倶楽部4階に入室し、現在の（一
社）情報通信設備協会関西地方本部に至っておりま
す。今回、この由緒ある中央電気倶楽部（地上 5 階・
地下 1 階）についてご紹介させていただきます。

社交の場として発足した倶楽部も昭和 19 年海軍に
徴用、終戦後は連合国軍に接収され機能を一時停止、
懸命な返還運動により昭和 27 年に全面返還されまし
た。倶楽部の冠名「中央」には、大阪が日本の中央
であるという当時の大阪人の「気概」が込められて
います。昭和 21 年経済産業省より近代化産業遺産と
して認定された外観は、イタリア風の茶褐色のスク
ラッチタイルで覆われテラコッタ装飾となっていま
す。

 

内観は 3m50cm を越える高い天井と、高低差で部
屋と部屋を区切る構造で、吹き抜けを取り入れた立
体的な空間構成は、思った以上に開放感を感じられ
ます。

1 階は大理石、2 階はタイル、3 階は木と異なるデ
ザインで仕上げられ、各階異なった違った装飾となっ
ています。撞球室、迎賓室、大食堂、バーカウンタ、
音響効果大の大ホールなどがあり、レトロ感漂う建
物となっています。

 

大ホールは松下電器産業（株）「現：パナソニック
（株）」の創業者・松下幸之助氏が昭和 7 年 5 月 5 日
幹部社員 168 名を集めた創業記念式で「水道哲学：
250 年計画」を発表され、「松下電器産業の真の使命
は、物質の生産に次ぐ生産によって物質を無尽蔵に
し、楽土を建設することである。」と宣言された幕開
けの場所となっています。
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 　今回、倶楽部では創立 100 周年記念事業として「伝
統と歴史を残しながら新しいものも取り入れる」方
針のもと、倶楽部の発展と社会貢献を目的に、大ホー
ルの緞帳、床、音響システム等をリニューアルされ
るなど館内を一新されました。

今後、講演会、コンサート、社交ダンスなどへ
の幅広い利用により「人が人を呼ぶ倶楽部」として、
次の 100 周年に向け進められております。
 　当協会の会員各位におかれましても中央電気倶楽
部にお越しの節は、4 階に入室している関西地方本部
事務局にお寄りいただきましたら管内をご案内させ
ていただきます。倶楽部は、講演会・研修・各種催
物などの貸室として提供していただけるので、ご利
用をお勧めします。
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Ⅰ．アンケート調査概要
１．調査目的
　協会設立後 60 年を迎え、また一昨年 4 月の一般社
団法人への移行を期に、一層の協会並びに会員企業
の発展を図るため、協会事業に対する会員のご意見・
ご要望を把握する。
２．実施期間
　平成 25 年 8 月 2 日（金）〜 8 月 30 日（金）
３．調査対象
　全ての通常会員及び特別会員
４．調査方法
　（1）アンケートの配布
　　　①全会員に郵送により配布
　　　②  E メールアドレス登録会員には E メールに

より再配布
　（2）回答の回収
　　　①郵送又は E メールにより回収

５．報告書の見方
（1） 回答結果の割合（%）は有効サンプル数に対し

て、それぞれの回答数の割合を小数点以下第 1
位で四捨五入したものです。そのため、単数
回答（複数の選択肢から 1 つの選択肢を選ぶ
方式）であっても合計値が 100%にならない場
合があります。これは、分析文、グラフ、表
においても同様です。

（2） 複数回答（複数の選択肢から 2 つ以上の選択
肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢
ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合
を示しています。そのため、合計が 100%を超
える場合があります。

（3） 図表中において、「不明・無回答」とあるものは、
回答が示されていない、または回答の判別が
著しく困難なものです。

（4） グラフの「N 数（number of case）」は、有効
標本数（集計会員数総数）を表しています。

特集

昨年8月に実施した会員アンケートには、多くの皆様から回答をいただき、ありがとうございました。
当協会は、一昨年4月に新公益法人制度に適合して一般社団法人に移行したことにより、我が国における情
報通信の健全な発達と利用者の利便性向上を図り、公正かつ自由な事業活動を促進し、情報通信設備の普及・拡
大に貢献して情報化社会の健全な発展に寄与することを目的に、新たな組織としてのスタートを切りました。
協会は、従前から各種の教育・研修・セミナーや機関誌・ホームページ・メールマガジン等による各種情報の
発信等、会員に役立つ事業を推進してきましたが、我々を取り巻く情報通信技術や経営環境の急激な変化に対応
し、更なる協会と会員企業の発展を目指すためには、これまでの協会活動を再評価するとともに、広く会員のご
意見をお聞きすることが重要と考え、今回のアンケート調査を実施いたしました。
アンケート集計結果では、これまでの協会の取組みに対するご支持の意見が多かった反面、多くのご意見・ご
要望もいただきました。これらを会員の声として真摯に受け止め、今後の協会事業に積極的に反映させていきた
いと考えております。

地方本部 通常会員数 特別会員数 会員数計 回収数 回収率（%）
関東 261 2 263 150 57
信越 8 0 8 5 63
東海 90 2 92 60 65
北陸 19 0 19 10 53
関西 78 1 79 43 54
中国 55 0 55 29 53
四国 50 0 50 31 62
九州 26 0 26 21 81
東北 29 0 29 13 45
北海道 29 0 29 18 62
計 645 5 650 380 58

６．回収状況

会員アンケート結果のご報告
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Ⅱ．アンケート集計結果

［問］貴社の事業内容は　（n=380、複数回答）
多くの会員がハードの工事（会員の 94%）、保守（同

90%）、販売（同 82%）を主な事業としている。

［問］貴社への主な発注元は　（n=380、複数回答）
法人を顧客としている会員が 84%と多く、自治体

などの行政機関も会員の 61%が顧客としている。

［問］音声系以外の情報通信システムをお客様に提供
する御社の体制・能力は　（n=380、複数回答）

多くの会員が配線（会員の 89%）、ネットワーク（同
88%）、コンピュータ・端末機器（同 74%）の提供が
可能だが、システムの利活用（クラウドサービスなど）
の提供能力は 36%の会員に止まっている。

［問］貴社が単独でカバーできる事業エリアは
　多くの会員（回答の70%）が本社及びその近隣を事
業エリアとしている。

本社及びそ

の近隣,  

272 社, 70%  

全国,  

86社, 22 % 

東日本,  

12社, 3%  

西日本,  

12社, 3%  

未記入, 

 6社, 2% 

［問］資格取得状況は　（n=380、複数回答）
電気通信工事に必要な工事担任者（7488 人、会員

の 94%）は多くの会員が取得しているが、LAN 認定
に必要なネットワークプランナー（453 人、会員の
39%）及び情報通信エンジニアビジネス（749 人、会
員の 31%）の資格者は限定的である。電気工事士（6993
人、会員の 20%）も取得者は多いが会員数は少ない。

［問］協会に入会したきっかけは
　会員に勧められて（回答の64%）と設立時から（同
14%）が多く、約8割が会員同士の繋がりで入会して
いる。

7488 人 

1119 人 

453 人 

5330 人 

749 人 

1902 人 

2850 人 

6993 人 

1012 人 

0 5000 10000

工事担任者  (356 社) 

電気通信主任技術者  (174 社) 

ネットワークプランナー  (149 社) 

ＣＣＮＡ又はＣＣＮＰ  (122 社) 

情報通信エンジニアビジネス  (117 社) 

ＩＰＴＰＣ  (98 社) 

ＭＣＰ  (95 社) 

電気工事士  (76 社) 

その他  (134 社) 

人 

会員に勧められ

て,  
228 社, 64%  

設立時から,  

48社, 14%  

機関紙・ホーム

ページ等の広

報を見て,  

8社, 2%  

展示会・セミ

ナー・勉強会に

参加して,  

4社, 1%  

その他,  

13社, 4%  

未記入・不明,  

55社, 15%  
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［問］協 会 会 員 と し て メ リ ッ ト を 感 じ た 点 は　
（n=380、複数回答）

業界動向・ビジネス等の情報（会員の 61%）、研修・
セミナー・勉強会（同 51%）という従来からの協会
事業に加え、地域会員との親睦・交流（同 57%）に
メリットを感じている。

［問］24年度中に参加した協会の行事は　（n=380、
複数回答）

会員の多くが地方本部や支部の行事に参加してお
り、地方の活動の重要性が表れている。

61%  

57%  

51%  

19%  

6%  

1%  

5%  

業界動向・ビジネス等の情報  (230 社) 

地域会員との親睦・交流  (215 社) 

研修・セミナー・勉強会  (192 社) 

全国組織としての信用力  (74 社) 

代理店契約  (22 社) 

その他  (4社) 

なし  (19 社) 

0 50 100 ％ 

48%  

48%  

43%  

43%  

40%  

22%  

3% 

4% 

0 20 40 60

地方本部総会  (185 社) 

地方本部賀詞交換会・忘年会・懇親会  (184 社) 

地方本部又は支部のセミナー・講演会・勉強会  (164 社) 

支部賀詞交換会・忘年会・懇親会  (162 社) 

支部総会  (151 社) 

本部総会  (82 社) 

その他  (12 社) 

参加したことがない  (16 社) 

％ 

［問］LAN認定制度をいつ取得しますか
認定条件を満たしたら取得する（回答の 40%）と

制度を知らないが今後取得したい（回答の 4%）が多
数を占め今後の取得を期待できるが、取得をする予
定はない（会員の 27%）の回答も多い。

［問］受講したい本部研修は　（n=380、複数回答）
　各研修コースとも希望が多いが、受講する予定がな
い（会員の31%）の回答も多い。

既に取得してい

る（申請中含

む）,  

89社, 23%  

認定条件を満

たしたら取得す

る, 152 社, 40%  
制度を知らない

が今後取得した

い, 16社, 4%  

取得する予定

はない,  

101 社, 27%  

未記入,  

22社, 6%  

38%  

31%  

26%  

16%  

31%  

ＬＡＮネットワーク技術研修  (146 社) 

無線ＬＡＮ研修  (116 社) 

ＬＡＮ実機トレーニング研修  (101 社) 

ＬＡＮ実機冗長化技術研修  (59 社) 

受講する予定がない  (116 社) 

0 20 40 ％ 

［問］機関誌「ITCA（5月号・7月号）」を読みました
か

隔月発行からまだ 2 回の発行だが、多くの会員（回
答の 86%）が読んでいる。

［問］協会ホームページを見たことがありますか
　いつも見ている（回答の4%）と時々見ている（同
65%）を合わせ、多くの会員（回答の69%））が見ている。
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［問］ホームページに今後追加してほしい内容は　
（n=380、複数回答）

約半数の会員（45%）が「エリアを超えての協業の
場」を望んでおり、会員交流の場（会員の 32%）及
び技術相談の場（同 29%）も要望が多い。

［問］協会に期待することは　（n=380、複数回答）
　多くの会員が業界動向・ 新技術・ 新サービス等の
情報提供（会員の76%）及び親睦・交流の場の提供（会
員の36%）を期待している。

Ⅲ．アンケート調査結果に基づく今後の取組み
本アンケートの結果を受けて本部の各委員会で議

論を重ね、11 月に開催した平成 15 年度第 3 回理事会
において、「情報発信の充実」、「会員交流の推進」、「研
修・セミナーの充実」、「知名度の向上」など、下表
のとおり本部及び各地方本部で取組むべき事項を決
定しました。

また、緊急の課題である「会員の入会勧奨」につ
いて、各地方本部でも強力に推進していくことを併
せて決定しました。

会員の皆様も、全国組織である情報通信設備協会
（ITCA）の維持・発展に向けた取組みに対し、一層
のご理解とご協力をお願いいたします。

項　　目 本　　部 各地方本部

１．情報発信の充実
（1）�機関誌 ITCAの年 6回発行及び掲載内

容の充実
（2）ホームページ掲載情報の充実
（3）各地方本部の取組み紹介

２．会員交流の促進 （1）ホームページの活用の検討 （1）有効情報の発信及び会員交流の推進
（2）入会勧奨の強化

３．研修・セミナーの充実 （1）地方本部主催セミナー等への支援
（2）26 年度本部研修計画への反映

（1）セミナー・勉強会の開催

４．知名度の向上
（1）LAN認定会員の拡大推進
（2）国等への諸活動強化
（3）協会 PR活動の強化

（1）協会 PR活動の強化

［取組み事項］
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■法人市場で高まるタブレットの需要
法人でのタブレットの利用が進んでいる。矢野経

済研究所は 2012 年 11 月、法人のスマートデバイス
導入状況について国内の民間企業などにアンケート
調査を実施し、その結果を発表した。その中でタブ
レット端末の「導入済み」と回答した法人は 18.4%に
上った。2011 年調査では 9.2%であり、導入率は 1 年
で 2 倍まで膨れ上がり、法人でのタブレット端末の
導入が急増したことが伺える。タブレット端末の導
入目的は「社内情報」（59.0%）、「E メール閲覧」（58.1%）、

「販売活動」（49.4%）、「オフィス文書」の閲覧（45.6%）。
タブレットはビジネスに直結するソリューションと
して使われていることが伺える。

2013 年 6 月には ICT 総研がスマートデバイス市場
の調査結果をまとめた。2012 年度のスマートデバイ
ス出荷台数（スマートフォンとタブレット）は、前
年の1.3倍の3,448万台となった。2011年度にはスマー
トデバイスのうちタブレット端末はわずか 10.5%に
留まるなど、スマートフォンが台数を牽引していた。
だが、2012 年度はタブレット端末の比率が 14.2%に

拡大。2013 年度以降もタブレット端末の出荷台数伸
び率がスマートフォンを上回り、2016 年度はスマー
トデバイス全体の 22.3%を占めると見込まれる。タブ
レット端末の出荷台数は 2016 年度 1,013 万台にまで
拡大し、同年のノート PC 全体の出荷台数予測 940 万
台を逆転すると予測している。

また同社によると、ここ 1 〜 2 年でスマートデバ
イスの法人への導入が加速し始めている。障壁となっ
ていたセキュリティ面や通信コストの高さが徐々に
解消されてきており、特に外勤のスタッフを中心に、
ノート PC からの置き換えも進んでいる。2012 年度
のスマートデバイス出荷台数に占める法人向け比率
は 6.8%の 233 万台。法人比率は確実に増加を続け、
2014 年度に 10%を突破、2016 年度には 12.9%に拡大
すると見通している。

 

■営業マンにとってのタブレット
それでは法人市場ではタブレットはどのように利

用されているのだろうか。そのいくつかを見てみたい。
例えば、営業マンがタブレットを持って客先に出

向くことが多い。従来のように資料を紙で配布した
り、ノート PC を客先で開くよりもタブレットの方が

法人市場で広がるタブレットの利活用
株式会社 情報通信総合研究所

グローバル研究グループ　佐藤 仁

IT最前線

2,350
2,959 3,180 3,360 3,460 3,520

276

489
638

778 895 1,013
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5,000
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4 3 2013

ICT

（表1）スマートデバイス出荷台数予測
　　　（スマートフォン・タブレット端末内訳）

2,484
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（表2）スマートデバイス出荷台数予測
　　　（個人向け・法人向け内訳）
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効率的であり視覚的に訴えることができる。タブレッ
トなら画像や資料を親指と人差し指で拡大縮小がで
きるからプレゼンもスムーズである。タブレットが
営業時に活用されるのは少人数での商談に限定され
るが、商談の初期には少人数で打ち合せすることが
多い。書類を配布すると、顧客は商談のほとんどの
時間、手元を見てしまうことになる。しかしタブレッ
トであれば顧客と同じ画面を一緒に見ることができ
る。

【営業マンにとってのタブレットの利便性】

・重い書類を持参せずに済む
・商談内容がほぼリアルタイムに共有できるように

なる
・直行直帰が増え、休出が減ったので、トータルの

残業時間が減少する
・商談機会が増え、商談自体も高度化し、売上増に

つながる

■明治安田生命、Windows 8タブレットを世界最
大規模で導入
明治安田生命保険は 2013 年 8 月、営業職員（MY

ライフプランアドバイザー）向けにオリジナル新
営業端末「マイスターモバイル」として約 3 万台
の Windows 8 タブレットの導入を決定した。日本
マイクロソフトと端末を供給する富士通によれば、
Windows 8 タブレットの企業導入では世界最大規模
である。NTT ドコモの「Xi」サービスに対応した無
線 WAN モジュールを内蔵しており、営業担当者が
顧客先などで使う商品説明用のパンフレットや動画
コンテンツを高速ダウンロードできる。顧客情報を
端末内に保持せず、システム側で一元管理するほか、
端末内蔵の SSD も暗号化を行うようにしている。国
内約 1200 カ所の拠点に順次展開していく予定。これ
によって年間約 80 万件の紙による請求書が電子手続
きの対象となり、ペーパーレス化が実現できる。

■ JR東日本が「iPad mini」を導入
2013 年 5 月、JR 東日本は運転士や車掌を対象に約

7000 台の iPad mini（Wi-Fi およびセルラーモデル）
を導入すると発表した。2013 年度中に全乗務員への

展開を目指す。同社は以下の目的でタブレットの導
入を決めた。

・輸送障害発生時など乗務員が決められた列車以外
の列車を担当する場合に、直接、乗務員の携行す
るタブレット端末に列車のダイヤ等運転に必要な
データを送付して対応を迅速化、輸送品質の向上
を図る。

・輸送障害時の列車の運転状況の収集および車内や
駅でのご案内にタブレット端末を活用して、サー
ビス品質の向上を目指す。

・乗務員に関する多くのマニュアル類を電子化して
閲覧する機会を増やすことで、輸送障害時におけ
る対応能力向上や知識・技能の維持向上に役立て
る。また、乗務員は 2 キロ以上の重量があるさま
ざまなマニュアルを常時携帯しているが、これら
の重量を 400 グラム程度に大幅に削減、コンテン
ツの更新、管理作業も軽減する。

JR 東日本では乗務員は通常、自分が担当する列
車だけの運転時刻表を携帯しているが、ダイヤが乱
れた時などには予定外の列車を担当する。その際に、
対応する列車の運転時刻表をスムーズに渡せるよう
にするのが最大の目的だそうだ。従来はそのような
時にファクシミリで運転時刻表を送ってたが、ダイ
ヤが乱れている中では、わざわざ紙面を受け取るの
にも時間がかかってしまう。そこで乗務員にタブレッ
ト端末を携行させ、データで運転時刻表を送り、緊
急時の対応をスピードアップできると考えた。

■これからも進む法人市場でのタブレットの導入
ノート PC よりも軽くて効率的であるタブレットは

法人市場での注目も高い。また、これからは個人の
使用端末を業務でも利用できるようにする「BYOD

（Bring Your Own Device）」など、これからも普及が
期待されている。タブレットが従来の営業スタイル
や業務のやり方など法人ビジネスにおいて「新たな
ツール」として注目を集めていることは間違いない。

一方で、セキュリティやタブレットの運用や持ち
出し、保管などのルール策定といった課題への対応
も各社で実施する必要がある。



14

　｢これまでのようにフレッツ光の回線販売だけでは
引っ張れない。新たな成長ドライバーになる事業が
必要。それが中堅中小企業分野だ｣
　NTT 東日本 ･ 常務取締役ビジネス & オフィス営業
推進本部（B&O 本部）本部長の大村佳久氏はこう語
る。2012 年度のフレッツ光純増数は、LTE 等の高速
モバイル通信サービスの普及に押され、前年度の半
分以下の 40 万件に留まった。13 年度の計画も 50 万
件と、以前の勢いはない。
　状況は NTT 西日本も同じだ。 12 年度の純増数は
34 万件と、前年度の 66 万件から半減。｢コンシュー
マ営業だけに立脚していたのではダメ。ビジネス営
業という、もう一本の収益の柱を立てなければ｣ と
代表取締役社長の村尾和俊氏は話す。

　コンシューマ向けの光回線販売で伸び悩む両社が
狙うのが法人市場、なかでも国内企業の 9 割を占め
ると言われる中堅中小企業（SMB）だ｡ ｢法人営業が
アカウントしていた大手と、オフィス営業部がカバー
する SOHO の中間が手付かずだった。そこを戦略的
に攻める｣（村尾氏）。法人営業体制の改編や新たな
パートナ一戦略により、東西ともに SMB 市場の攻略
に本腰を入れる。

東西、コムも SMBへ
　NTT 東日本が力を入れるのが､ 中小企業向けの IT
支援サービス ｢オフィスまるごとサポート｣ の拡販だ。
10 年に提供を開始した後、サービス内容の改良と販
売チャネル拡大を続けてきた成果が現れ始めている。

通信キャリアが攻防　激戦 !　中小オフィス市場　〜未開拓400万巨大市場ヘ〜

NTT東西が本腰で争奪戦始まる

業界特集

これまで手付かずだったと言える中堅中小企業（SMB）に通信キャリア各社が注目している。フレッツ光販売が
不振のNTT東西が本腰を入れ始めたことで、SMB市場が熱を帯び始めた。

（図表1）NTT西日本の法人営業体制
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中小・SOHO では、PC やプリンタ等の IT 機器を家
電量販店で購人する場合が多く、「昨年後半から家電
量販店での販売が伸びた｣（大村氏）。
　今年 2 月には、日本マイクロソフト、デルと提携し、
法人向け PC にバンドルする形でも顧客を開拓してい
る。7 月からは日本 HP、NEC とも協業をスタートし、
さらに複数の PC メーカーと準備を進めている。
　オフィスまるごとサポーﾄの契約数は現在 3 万で、
今後 5 年で 100 万契約を目指す。｢第 1 四半期だけで
1万件以上売れている。それほど難しい数字ではない」
と手応えは十分だ。
　NTT 西日本は法人営業体制を再編する。10 月に、
法人営業に特化した新会社の設立を予定している。
大手向けから 1000 人を中小市場ヘ振り向け、前述の
“ 中間マーケット ” を攻める（図表 1）。
　首都圈を抱える NTT 東に比べて、同社にとっての
SMB 市場の重要性はより高い。エリア内に 38 ある
支店の営業 ･SE 体制も、これまではほぼ同一の組織
だったが､ ｢大阪､ 名古屋、福岡等の大都市圈とそれ
以外では異なって当然。マーケットの実情に合わせ
て経営資源もシフトする｣（村尾氏）。SMB 開拓を軸に、
現在 5500 億円から 6000 億円へと増収を目指す。
　東西だけではない。NTT コミュニケーションズも、
SMB 市場に目を向ける。
　従来は、中堅中小向け営業をグループ内関連会社
と外への業務委託で行ってきたが、昨年 8 月、年
商 100 億円以下の企業をターゲットとする販売会社、
NTT コムマーケティングを立ち上げた。代表取締役
社長の木野雅志氏は、｢商材が電話から IP 系、さら

にクラウド等に変わり、業務委託形態では中堅中小
企業に的確な商材が提供できない｣ と、設立の理由
を話す。
　営業開始後、関連会社や委託先からの人員異勤と
新規採用を続け、今年 3 月に人員整備が完了した。
SMB 層のうち比較的規模の大きな ｢ざっと 140 万社
程度を対象｣ に、約 800 人の営業体制で顧客を掘り
起こす戦略だ。

先行 KDDIは｢人材紹介も｣
　3 社はいずれも減収が続いており、SMB 市場の開
拓でその傾向に歯止めをかけたい考えだ。モバイル
を持たない弱点が収益悪化の最大の要因だが、もと
もと法人向け固定回線や VPN 系サービスでのシェア
は高い。新規開拓に加え、既存顧客に対しても、サポー
トサービスやクラウドをはじめとする付加価値商材
を売り込み、フロー収益を高める狙いだ。
　とはいえ、競合も黙ってはいない。むしろ、SMB
市場開拓に先行して取り組んできたのは KDDI、そし
てソフトバンクだ。両社ともさらなる攻勢に出る。
　KDDI は今年 4 月、中小企業向け営業会社である
KDDI まとめてオフィス（KMO）の体制を大幅に拡
大した。
　11 年 2 月に同社を設立した後、これまで東名阪を
営業エリアとしてきたが、中部、関西、東日本、西
日本の地域会社 4 社を立ち上げ、一気に全国へ広げた。
社員数は 15 年までに 2000 名に拡充する計画だ。現
在の売上高 50 億円から 500 億円への増収を目指す（図
表 2・3）。

（図表2）KDDIまとめてオフィスの新たな営業体制
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　KMO がターゲットとするのは、従業員 100 名以下
の中小企業だ。大手企業やマス向けの営業とは手法
も商材も大きく異なるのが SMB 開拓。本体とは別の
専門会社で取り組むスタイルのさきがけとなったの
が KMO だ。
　KDDI･ 執行役員ソリューション事業本部長の東海
林崇氏は、｢商材もアプローチの仕方も、KDDI の社
員は大手の深掘り営業に慣れている。
　KMO は電気通信商材に限らず､ 中小企業の困りご
とに何でもお応えするのが特徴。別業態をやるのに
近かった｣ と 2 年前を振り返る。｢切り出したのは正
解だったと思っている。KDDI の既存社員であったら、
あれほどうまくは立ち上がらなかった｣。
　オフィスに必要なものは ICT 以外でもまとめて提
供する――という方針は、中小企業の “ 忙しさ ” に着
目したものだという。大手企業と異なり購買部門な
どなく、しかも ICT 製品 / サービスの優先度は決し
て高くない。
　そうした顧客層を開拓するキーになるのが、リク
エストがあれば不動産でも人材も紹介するという、
徹底した顧客ありきのスタンスだ。｢社長の片腕にな
れる会社を目指した｣ のが KMO の始まり。中小企
業のハーﾄをつかむ間口を広げ、そこから自社商材で
ある ICT 商材の売り込みにつなげる。このアプロー
チは、全国展開後も変わらない。

｢もうキャリア営業ではない｣
　ソフトバンクテレコムも一昨年、1000 人規模の中
小向け営業専任部隊を作った。｢直販営業は中堅以上
を、代理店が SOHO に近い層を見ており、いわゆる
SMB 層が手薄だった｣ と語るのは、営業 ･ 事業推進
本部本部長の清水繁宏氏だ。以後も人員を拡充して
いるこの専任部隊と代理店営業の両輪で SMB 市場を

開拓している。
　強みは、他キャリアに比べて先行してきたスマー
トデバイスとクラウド販売の実績という。 iPhone/
iPad の導人・活用事例の豊富さを武器に、Google 
Apps を主軸とするクラウドサービスを絡めて提案を
進めている。清水氏は商材の多様さにも自信を見せ
る。法人向け商材のうち、テレコムの自社商材の売
上は現在約 4 割に過ぎず、6 割をモバイルやウィルコ
ム等のグループ商材、および Google Apps のような
他社商材が占める。｢ニーズに合わせて実に多種多様
なものを提案している。もう、“ キャリアの営業 ” で
はない｣。
　商材の多様化、とりわけ低価格なクラウドサービ
ス等が増えることで、急務となるのが商品知識、営
業スキルの向上、効率の改善だ。直営で培った実績
をベースに、今後は代理店チャネルにもクロスセル
を促す取り組みを進める考えだ。従来の訪販系チャ
ネルだけでなく IT 系の新チャネルも活用していく方
針という。
　SMB 市場攻略はこれまでも度々、キャリア法人営
業の重点テーマとなってきた。だが、確固たる成功
例はなく、中小オフィスの ICT 化も進展していない。
クラウドサービスや高速モバイル通信の普及、デバ
イスの低廉化などにより、従来と比べて中小におい
ても投資の垣根は間違いなく低くなっている。｢昨日
今日、中小と言い始めたわけではない｣ とキャリア
各社は口を揃えるが､ 商材そして市場環境の変化を
捉え ｢今度こそ｣ の思いはいずこも強い。これまで
なかなか手が届かなかった未開拓巨大市場で、いよ
いよ激戦が始まる。

（出典 : テレコミュニケーション _August 2013）

（図表3）KDDIまとめてオフィスの拡充
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コンシューマ市場にやや遅れて、法人市場にもタ
ブレットの急速な普及の兆しが見られるようになっ
てきました。タブレット活用がビジネス拡大のキー
となり、営業プレゼン端末や会議端末から店舗・学校・
病院・工事現場・製造現場など、利用用途が広がり
つつあります。またタブレットの機能も、処理スピー
ドの高速化や外部機器との連携、軽量化やスリム化
など、様々なテクノロジーを駆使して日々高性能化
しています。ビジネスでも活躍できる端末となって
きましたが、その一方屋外や環境がハードな現場で
は、堅牢性や水や埃などの環境対応、電池の持続時
間など多くの課題があり、なかなか適した端末がな
いのが実状です。そんな現場でのタブレット活用に
一助となる端末が、都築電気が提供する業務用タブ
レット端末「CAMELUS-R2」です。

この冬、Andoroid4 にバージョンアップしたニュー
モデルの先行予約を開始しました。

　 
この「CAMELUS-R2」は、米 Qualcomm® の子会

社である米 Qualcomm MEMS Technologies, Inc. が
開発した、次のディスプレイ方式と言われる MEMS
ベースの技術で動く “Mirasol™ ディスプレイ ” を世界
で唯一搭載したビジネスタブレットです。

◆ “Mirasol™ディスプレイ ”とは
“ 蝶の羽が見る角度によってきらめく原理 ” を応用

して作られたディスプレイです。1 つの画素に、光の
干渉によって色を変化させる “IMOD モジュール ” が

搭載されており、バックライトもカラーフィルムも
使わず反射光を調整して色を表示させています。バッ
クライトで表示させる液晶ディスプレイと構造が違
い、周囲の光を利用してその反射で表示する為、消
費電力も低く、色合いも柔らかで、目に負担が少な
いのが特徴です。

　

◆「CAMELUS-R」シリーズの特長
このタブレット端末は “Mirasol™ ディスプレイを

搭載した事により、現場活用に非常に適した次の特
長があります。

１．太陽直下などの強い光の下でもハッキリ見える
高視認性
屋外でタブレットを使おうとした時に、太陽光

で画面が真っ暗になり操作に困った経験があるかと
思います。直射日光のように強い光の下では、液晶

“Mirasol™ディスプレイ ”を搭載した都築電気・業務用タブレット端末
『CAMELUS®-R2』

〜世界最先端の技術で作業現場の ICT化をサポートする、現場にこだわるビジネスタブレット〜

新製品・新サービス
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は周囲の明るさにバックライトが負けて画面が暗く
なってしまいます。一方反射型 “Mirasol™ ディスプ
レイ ” を搭載した「CAMELUS-R2」は、周囲の光を
光源にして画面を表示させますので、太陽直下でも
非常にハッキリ、むしろ周辺の光が明るければ明る
い程画面がハッキリ表示されます。一方光のない場
所では光源がない状態になりますが、そのような時
には前面四隅にあるフロントライトが点灯しますの
で、暗い場所でもきちんと見えます。明るい場所で
も暗い場所でも、使う場所を選ばず使える端末となっ
ております。

２．長時間稼動が可能な省電力性
タブレットは、画面を表示する為のライトニング

に使われる電力が約 60%とも言われています。更
に屋外などの明るい場所では、外光に対抗してより
ライトを強める為、電力を更に消費します。一方

「CAMELUS-R2」は、ライトニングに周囲の光を利用
する為ほとんど電力を消費しません。よって、他の
タブレットより稼働時間が数倍長くなります。実際
当社で検証した結果として、某 TFT 液晶タブレット
が 7 時間持たないのに比べ、フロントライトを 50%
使用した状態でも 23 時間と約 3.5 倍、長時間稼動す
る事ができました。同じ検証の中で、フロントライ
トを全く使わない屋外のような明るい場所では、最
長 56 時間も連続稼働する事が確認できています。

充電の煩わしさや電池切れによる業務への影響を
気にせずに、安心して長時間使う事が出来るエコな
端末です。

（※）現行機種CAMELUS-Rで検証。WiFiをonにして、
静止画を表示させた状態での結果。（当社検証）

３．ハードな環境でも気にせず使える堅牢性
現場での使用にあたっては、端末の耐強性や水・

埃といった環境への対応が気になります。作業現場
では落下や接触などで端末が破損したり、水に濡れ
たり埃を被ったりと環境の影響による故障が発生し
ます。その点「CAMELUS-R2」はハードな環境下でも、

問題なくお使い頂けるように厳しいテストをクリア
しております。強度に関しては、120cm の落下試験
にも合格、防塵・防水機能も IP54 を備えております。
また、タブレットには珍しく防塩にも対応しており
ますので、沿岸部でも安心してご利用頂く事が可能
です。主に屋外でお使い頂く事を想定しております
ので、視認性だけではなく筐体の堅牢性も十分考慮
して設計した端末です。
【各種規格への対応】

◆主な利用場所・用途
上記の特長より、主に屋外での作業が多い業務に

適しています。建設現場や電柱工事、橋や道路の点検・
修理、またグラウンドでのスポーツ教室や、農業の
生産現場での活用や園芸管理など、多くの場所でお
使い頂けます。また堅牢性にも優れておりますので、
工場や倉庫などの作業端末や点検・検針端末などと
してもご利用頂けます。

様々な場所で存分にお使い頂ける、エコでタフな
業務用タブレットです。

< 参考 >
主な活用場所・屋外現場、車中、倉庫、工場、
　　　　　　　グラウンド
主な業種・・・建設業、製造業、農業、漁業、
　　　　　　　林業、観光業、自治体
主な業務・・・工事、検査、検針、点検、修理、
　　　　　　　測量、防災、生育管理、
　　　　　　　イベント運営、スポーツ教室運営
世界唯一の技術を搭載した業務用タブレット

「CAMELUS-R2」が、様々な現場で存分に使える端
末として、ビジネスをサポートします。

◆本件に対するお問合先
都築電気株式会社　社会基盤ソリューション部

　電話：03-6833-7757　メール：webinfo@tsuzuki.co.jp
リリース発表： http://www.tsuzuki.co.jp/news/

pdf/2013/20130918.pdf
CAMELUS サイト：http://camelus.jp

落下強度 米国防総省MIL-STD-810G�
Method516.6�Procedure Ⅳ準拠　
120cmの落下テスト合格

防塵・防水 IEC規格（IEC60529）準拠　IP-54
塩害耐性 米国防総省MIL-STD-810F�

Method509 準拠　濃度 5%の塩水ミ
ストを連続 48時間噴射テスト合格

〈参考〉稼働時間比較
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１．試験日時 平成26年 5月 25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、土浦、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、宮崎、鹿児島、那覇 の各都市

（2）試験会場
　受験票により通知します。

３．受験票 平成 26 年 5 月上旬に郵便葉書にて通知します。
４．試験種別 （1）AI･DD 総合種、（2）DD 第一種、（3）DD 第二種、（4）DD 第三種、（5）AI 第一種、

（6）AI 第二種、（7）AI 第三種  
５．試験科目及び出題方式　

（1）試験科目
① 電気通信技術の基礎、②端末設備の接続のための技術及び理論、③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）

６．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単位修得者等は、申請によ
り試験が免除される科目があります。

７．合格基準 各科目の満点は 100 点で、合格点は 60 点以上。
８．合否発表 平成 26 年 6 月 16 日（月）
９．試験手数料 8,700円、（全科目免除の申請料　5,600 円）
10．申請書受付期間

平成26年度第1回　国家試験　電気通信設備「工事担任者」試験のご案内

申請区分 申請内容 申請受付期間 試験手数料払込期間

インターネット申請 実務経歴の申請がない場合 �平成26年2月��1日（土）
　　　　　　〜3月10日（月） �平成26年3月11日（火）まで

郵送申請
実務経歴の申請がない場合 平成26年2月1日（土）〜2月28日（金）

実務経歴の申請がある場合 平成26年2月1日（土）〜2月20日（木）

11．その他 ① 試験手数料の支払い方法など、試験に関する重要事項に関しては、（一財）日本データ通信
協会から配布する「試験実施要領」、「受験の手引き」、または下記協会ホームページでご確
認ください。

②受験申請書類は、無料で配布しております。
　郵送を希望される場合は「ゆうパック ･ 着払い」でお送りいたします。
※ 必要部数、お名前、ご住所、電話番号と着払を承認した事を明記し、電気通信国家試験セ

ンターへ FAX または e-mail にてお送りください。
12．問い合わせ先　

〒 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
一般財団法人　日本データ通信協会　電気通信国家試験センター
Tel　03-5907-5134　　　Fax　03-5974-0096
e-mail　shiken@dekyo.or.jp　　　ホームページ　http://www.shiken.dekyo.or.jp/
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平成26年度第二種電気工事士試験日程のご案内

　平成 26 年度の第二種電気工事士試験の実施日程が一般財団法人電気技術者試験センターより発表されました
ので、お知らせいたします。
　試験は、四肢択一方式でマークシートに記入する筆記試験と、実技による技能試験との 2 段階で行われ、筆記
試験の合格者はその年と次の年の 2 回、技能試験に挑戦する権利（次の年は、筆記試験免除者として技能試験を
受験。）があり、技能試験は出題候補問題が事前に公表されて、事前の準備が可能となっています。
　また、筆記試験の合格率は非常に高く（25 年度上期 63％）、過去の試験の標準回答も電気技術者試験センター
のホームページに公表されています。

　第二種電気工事士免状取得者は、600V以下で受電する設備の工事に従事でき、通信端末設備に付帯す
る電気設備工事に役立つ資格であるため、協会会員の皆様も是非受験されることをお勧めいたします。

１．受験申込受付期間
①ゆうちょ銀行（郵便局）の払込取扱票による申込み
　平成 26 年 3 月 10 日（月）〜 4 月 7 日（月）
②インターネットによる申込み
　平成 26 年 3 月 10 日（月）10 時　〜 4 月 7 日（月）17 時まで

２．試験実施日
①筆記試験　　　上期　　　平成 26 年   6 月   1 日（日）
　　　　　　　　下期　　　平成 26 年 10 月   4 日（土）
②技能試験　　　上期 -1　　平成 26 年   7 月 26 日（土）
　　　　　　　　上期 -2　　平成 26 年   7 月 27 日（日）
　　　　　　　　下期　　　平成 26 年 12 月   6 日（土）

＊ 第二種電気工事士試験は、上期（筆記試験、技能試験）、下期（筆記試験、技能試験）のどちらかを選択
できます（上期試験、下期試験の両方を受験することはできません。）

＊筆記試験の免除申請をされる方は、上期技能試験又は下期技能試験のどちらかを選択してください。
３．受験手数料

①ゆうちょ銀行（郵便局）の払込取扱票により申込みの方　　　9,600 円
②インターネットにより申込みの方　　　　　　　　　　　　　9,300 円

４．試験会場
　全国 57 試験地の 102 会場で実施される予定です。
５．筆記試験免除対象者
　①前回（前年度）の筆記試験に合格した方

② 高校以上の学校において、電気工事士法で定める課程を修めて卒業した方
　 学校教育法による高等学校以上の学校において、電気工事士法で定める電気工学の課程を修めて卒業した方

は第二種電気工事士試験の筆記試験が免除対象となります。 
　※電気工事士法で定める電気工学の課程は下記の 7 科目です。

　「電気理論」「電気計測」「電気機器」「電気材料」「送配電」「製図（配線図を含むものに限る）」「電気法規」
　　科目の詳細等については、卒業された学校へお問い合わせください。
③電気主任技術者免状取得者

６．受験案内・申込書の配布
第二種電気工事士試験は、平成 26 年 3 月上旬頃から配布される予定です。
試験会場、配布場所等は（一財）電気技術者試験センターにお問合せください。
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７．詳細のご確認先
　①一般財団法人電気技術者試験センター
　　〒 104-8584　
　　東京都中央区八丁堀 2-9-1　RBM 東八重洲ビル 8 階
　　TEL：03-3552-7691
　　メール：info@shiken.or.jp
　　ホームページ：http://www.shiken.or.jp/
８．（参考）平成25年度第二種電気工事士試験上期筆記試験の結果（全国計）
　①受験者数　　　83,746 人
　②合格者数　　　52,758 人
　③合格率　　　　63.0%
　④試験問題の標準回答は、（一財）電気技術者試験センターのホームページに掲載されています。
　　http://www.shiken.or.jp/answer/index_list.php?exam_type=50

第二種電気工事士の資格取得フロー
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　｢情報通信エンジニア資格の取得に積極的に取り組んでいる団体を表彰し､ その結果をPRすることにより、情
報通信エンジニア資格の認知度および社会的地位の向上を図ること｣ を目的として､ 工事担任者スキルアップガ
イドライン委員会（（一財）日本データ通信協会）が平成21年度より表彰している「情報通信エンジニア優良団
体表彰」を、情報通信設備協会会員企業から扶桑電通株式会社、株式会社日立システムズ、NDS株式会社の3社
が受賞いたしました。

会員企業3社が平成25年度「情報通信エンジニア優良団体表彰」を受賞

　工事担任者スキルアップガイドライン委員会では、平
成 25 年度の優良表彰団体として、「企業の部」ベスト 5
団体及び「学校の部」ベスト1団体を選出し、11月13日（水）
に工事担任者スキルアップガイドライン委員会（委員長 
小宮 一美神奈川工科大学学長）から各団体に表彰状が手
渡されました。
　

「企業の部」受賞企業（官公庁除く）

順位 法人名 有資格
者数 支援内容

1 扶桑電通株式会社 52 ・申請料、更新料共に全額会社負担

2 株式会社日立システムズ 34 ・申請料、更新料共に全額会社負担

2 株式会社TOSYS 34 ・申請料、更新料共に全額会社負担

4 北陸電話工事株式会社 29 ・申請料、更新料共に全額会社負担

5 NDS株式会社 27 ・申請料、更新料共に全額会社負担
※�情報通信エンジニアの有効期限は1年間なため、団体の有
効資格者数は毎年変動し、現在の資格者は1年以内に更新
研修を終了した方です。

■情報通信エンジニア優良団体表彰を受賞して
◎扶桑電通株式会社 エンジニアリング統括部 
　統括部長　石川 守雄

今年度も昨年に続き優良団体表彰を賜り、誠に有難う
御座います。

弊社では工事担任者資格（AI・DD 総合種）を、交換
機工事を行う部門の必須資格と位置づけ、新入社員から
中堅社員の未取得者に対し、教育計画を立て取得推進を
行っております。

今回の優良団体表彰に関しては社内の掲示板に掲載す
ると共に、更新研修レポートを継続して提出するよう啓
蒙を図っております。

この優良団体表彰は弊社の長い歴史が有ってこそ頂け
たものと思っており、誠に光栄であり、社員の励みにも
なっております。有難う御座いました。

情報通信エンジニアの更新研修は、最新の知識・技術
を修得することができ、技術者のスキルアップに大変役
立っていることから、これからも継続的に資格更新を行っ
てまいりたいと思っております。

◎ 株式会社日立システムズ　クラウド ICTサービス事業グルー
プ　ファシリティ事業部　ファシリティソリューション本部
ファシリティソリューション商品開発部　部長 　堀江 健司
5 年連続の「優良団体表彰」を賜り大変光栄に思い厚

く御礼申し上げます。
日立システムズは幅広い業種・規模のお客さまに、IT

のライフサイクル全領域にわたる真のワンストップサー
ビスを提供、多彩な「人財」と先進の情報技術を組み合
わせた独自のサービスによってお客さまのビジネスに新
たな価値を創造し、イノベーションを支援しています。
当社では真のワンストップサービスの提供に必要となる
多彩な「人財」を育成するため「ライセンス取得支援制度」

（業務上必要な資格を登録、各種取得支援を実施）を設け、
専門的な業務スキル修得を推進しています。

情報システムはクラウドコンピューティングシステム
の構築、運用、ビッグデータ活用のためのデータ収集な
どによりネットワーク技術への依存度が高まり、日々技
術革新が図られています。「情報通信エンジニア」資格は
更新研修によりネットワーク技術をはじめとした情報通
信の最新技術・知識を体系的に修得できるため、当社「ラ
イセンス取得支援制度」の支援対象資格の一つに設定し、
定期的な社内教育や年 2 回の受験案内など、積極的なサ
ポートを行っています。

今回の表彰に感謝するとともに、今後もなお一層の技
術習得と取得拡大に注力していきます。
　　　 

（出典 : 日本データ通信 No.195）（左から）金屋総務部人事教育課主任、石川氏
（左から）渡辺主任技師、堀江氏、広田技師
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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」を授与していますが、第 46 回受賞者に情報通信
設備協会 信越地方本部会員 品田通信電設株式会社 代表取締役 品田道雄氏（信越地方本部幹事）が選出
され、11 月 22 日（金）に東京都千代田区霞が関の東海大学校友会館で贈賞式が行われました。

第46回電気通信産業功労賞を信越地方本部の品田氏が受賞

受賞者紹介

◎品田 道雄 様（品田通信電設株式会社 代表取締役、信越地方本部 幹事）
会員名 : 品田通信電設株式会社（信越地方本部）
所在地 : 新潟県柏崎市
受章理由 :

昭和 54 年に㈱品田電業社電気通信部門へ入社、以来クロスバー交換方式、電子交換方式、デジタル交
換方式へと進化していく過程で、その先頭に立って電話設備の普及に励むとともに、第 1 種工事担任者
資格を取得して官公庁の施工監理や社員教育に努め、品質の向上に尽力した。昭和 61 年には品田通信電
設㈱を設立し、電話放送設備、テレビ共聴設備、電気通信設備などの工事専門会社として、情報通信設
備の拡大に多大な貢献を果たした。
　また、昭和 63 年より（社）情報通信設備協会信越地方本部の幹事、理事を歴任し、現在に至るまで 28
年間に亘り情報通信設備協会の発展に貫献している。なお、先代の品田友雄（父）も（社）情報通信設
備協会信越地方本部の設立に尽力したほか、PBX 設備協会信越支部設立においても大きな功績を残した。

一方、地域活勤に於いては東柏崎ロータリークラブの役員を暦任、また地元信用金庫の非常勤理事に
就任し、地域の発展に努めている。

贈賞式会場で（左から）、網谷会長、品田様、岩本専務理事 贈賞式模様
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INFORMATION

平成 25 年度第 1 回教育委員会模様
１．日時 平成 25 年 10 月 7 日（月）　

13 時 30 分〜 17 時 00 分
２．場所 情報通信設備協会　会議室
３．出席者 田中秀明委員長、藤田義明副委員長、長谷

川浩正委員、塚本豊委員、河内廣志委員
岩本房幸専務理事

４．審議模様 （1）平成25年度研修実施状況等について
（2）会員アンケート結果について
（3）25年度委員会名簿について
（4）その他

平成 25 年度第 1 回総務委員会模様
１．日時 平成 25 年 10 月 21 日（月）　

13 時 30 分〜 17 時 00 分
２．場所 情報通信設備協会　会議室
３．出席者 福島和義委員長、今井秀昭副委員長、山田

恭郎委員、川口仁志委員、松山仁委員
岩本房幸専務理事

４．審議模様 （1）�理事の辞任及び事務局所在地の変更について
（2）通常会員の入退会について
（3）職務執行状況報告について
（4）会員アンケート集計結果について
（5）外部表彰推薦要領について
（6）各種助成制度について
（7）25年度委員会名簿について
（8）その他

平成 25 年度第 1 回広報委員会模様
１．日時 平成 25 年 10 月 28 日（月）　

13 時 30 分〜 17 時 00 分
２．場所 情報通信設備協会　会議室
３．出席者 長田修一郎委員長、松山仁委員、山田恭郎

委員、野田義信委員
岩本房幸専務理事

４．審議模様 （1）本部ホームページ更新状況について
（2）「ITCA」発行状況について
（3）「ITCA11月号」編集会議の開催について
（4）会員アンケート集計結果について
（5）アンケート結果に関する検討事項について
（6）25年度委員会名簿について
（7）その他

平成 25 度第 1 回業務委員会模様
１．日時 平成 25 年 10 月 29 日（火）　

13 時 30 分〜 17 時 00 分
２．場所 情報通信設備協会　会議室
３．出席者 大輪堅一委員長、鈴木潔副委員長、久堀

博副委員長、宮川欣丈委員、石田延章委員、
嶋田泰嗣委員、吉本幸男委員、藤川精二郎
委員、福薗英智委員、早川幸廣委員、吉川
正明委員（杉山事務局長代理出席）、高橋
建委員（佐々木事務局長代理出席）
岩本房幸専務理事

４．審議模様
（説明員：NTTドコモ日下部様）
（1）オフィスリンクへの取組みについて
（2）ネットワーク機材展出展概要について
（3）各種助成制度について
（4）会員アンケート集計結果について
（5）LAN認定状況と26年度の取組みについて
（6）アンケート結果に対する検討事項について
（7）25年度委員会名簿について
（8）その他

平成 25 年度第 2 回財務企画委員会模様
１．日時 平成 25 年 11 月 1 日（金）　

13 時 30 分〜 17 時 00 分
２．場所 情報通信設備協会　会議室
３．出席者 井上新一委員長、福島和義副委員長、長田

修一郎委員、田中優治委員、阿部准定委員
岩本房幸専務理事

４．審議模様 （1）会員アンケート結果について
（2）アンケート結果に関する検討事項について
（3）25年度上期決算状況について
（4）25年度委員会名簿について
（5）その他

平成 25 年度第 1 回委員長会議模様
１．日時 平成 25 年 11 月 6 日（水）　

13 時 30 分〜 17 時 00 分
２．場所 情報通信設備協会　会議室
３．出席者 網谷駿介会長、井上剛毅理事長、長田修一

郎副理事長・広報委員長、井上新一副理事
長・財務企画委員長、福島和義総務委員長、
田中秀明教育委員長、大輪堅一業務委員長、
岩本房幸専務理事

４．審議模様 （1）平成25年度第3回理事会議題審議について
（2）その他

平成 25 年度第 3 回理事会模様
１．日時 平成 25 年 11 月 13 日（水）　

13 時 30 分〜 17 時 00 分
２．場所 情報通信設備協会　会議室
３．出席理事 19 名

網谷駿介会長、井上剛毅理事長、長田修一
郎副理事長、井上新一副理事長、岩本房幸
専務理事、大輪堅一、樋口正仁、田中優治、
森山孝、麓譲、阿部准定、福島和義、鈴木潔、
長谷川浩正、松山仁、田中秀明、吉本幸男、
山田恭郎、藤田義明の各理事

　　出席監事 2 名
鈴木功一、渡邊秀治の各監事

４．網谷会長挨拶要旨
アベノミクスに対していろいろな声があり、GDP500 兆

円で国ができることにも限りがあるが、政府の産業競争
力会議で議論されて今度の補正予算に反映されて、地方
交付金として全国に流れ、必ず IT のツールが含まれて予
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算化される。医療、介護、教育なども IT 無しでは考えら
れない。そういうソリューションを我々が手掛けていく、
見出していくことが大切である。日々新しいものが出てく
る中で、どれを我々が担ぐかが勝負の分かれ目になる。

政権が安定することはいい事であり、今は国も民間も行
動する時である。我々も、どう IT の需要を起こすかが課
題である。

先に実施した会員アンケート調査の結果では、厳しいご
意見があると同時に、協会活動に対して心強いサポートの
意見も多数寄せられている。会員が減少する中で意見・要
望にどう応えていくか、先端的な情報をどうデリバリーす
るか、会員相互の交流をどう深めていくかなどの課題も明
らかになった。課題を明確にし行動を起こさなければなら
ないし、二つ目に、協会の認知度、存在を高めなければな
らない。そのためには協会の存在の可視化が必要で、通信
業界、メーカー、行政など、世の中に対して見せる事で協
会の存在や理解を高め、また、会員が協会の意義を理解す
る事も必要で、例えば、LAN 認定会員が工事をした事が
分かるようなシールを作り、可視化によってお客様に関心
を持たせ、協会や会員への認識を持ってもらう等、会員自
身の行動も必要だ。
５．井上理事長挨拶要旨

本日の議題にある会員アンケートは、財務企画委員会で
検討いただき実施した。会員の減少が続き、財務的にも厳
しい環境にあるが、アンケート結果を参考に、会員にとっ
てよりためになる協会を目指したいので、役員にも一層の
尽力をお願いしたい。
６．審議模様

（審議模様）
（1）会員アンケート集計結果
　井上財務企画委員長が、資料「アンケート集計結果」に
より本年 8 月に実施した会員アンケート集計結果を説明し、
異議なく議決した。

（2）会員アンケート結果及び検討事項
　井上財務企画委員長が、資料「会員アンケート結果及び
検討事項」を説明し、アンケート結果に基づき、今後、①
情報発信の充実、②会員交流の促進、③研修・セミナーの
充実、④協会の知名度の向上に取り組むことを、異議なく
議決した。

（3）平成 25 年度研修実施状況及び今後の取組み
　田中教育委員長は、資料「平成 25 年度研修実施状況及
び今後の取組み」を説明し、受講者アンケート並びに会員
アンケートの要望を踏まえて 26 年度の研修計画を策定す
ることを、異議なく議決した。

（4）LAN 認定状況と今後の取組み
　大輪業務委員長は、資料「LAN 認定状況と今後の取組み」
を説明し、異議なく議決した。

（5）オフィスリンクへの取組み
　大輪業務委員長は、資料「オフィスリクへの取組み」を
説明し、関東地方本部で取組んでいる NTT ドコモの「オ
フィスリンクサービスの提案」について、全国の会員に紹
介することを異議なく議決した。

（6）平成 25 年度上期決算状況
　井上財務企画委員長は、（1）「正味財産増減計算書」、（2）

「貸借対照表」、（3）「財産目録」について概要を説明し、岩
本専務理事より中間決算を行った結果、9 月末実績で経常
収益 77,723,039 円、経常費用 84,757,451 円、税引前一般正味
財産増減額は−7,034,412 円で、26 年度は大変厳しい財務状
況が想定され、会員減少の歯止め及び新規入会への取組み
が急務である旨の補足説明を行い、異議なく議決した。

（井上理事長）
　新会員の加入に向けて、地方の役員と会員による 1 社 1
名の声掛けをお願いしたい。

（7）地方本部役員の交代及び事務局所在地の変更
　福島総務委員長は、資料「地方本部役員の交代及び事務
局所在地の変更」を説明し、北海道地方本部の移転を異議
なく議決した。
　北海道地方本部　新住所　北海道石狩市花川南八条五丁
　　　　　　　　　　　　　目 32 番 1 号
　　　　　　　　　移転時期　平成 25 年 11 月 13 日

（8）通常会員の入退会について
　福島総務委員長は、資料「通常会員の入退会について」を
説明し、平成 25 年 5 月 1 日から 11 月 12 日までの入会申込の
うち、電磁的理事会で承認していない 2 社の入会を議決した。
　関東地方本部　　株式会社アイエヌエス
　関東地方本部　　株式会社エヌティトランスファ

（9）職務執行状況
　福島総務委員長は、資料「職務執行状況」により網谷
駿介会長（代表理事）、佐々木茂則前理事長（前代表理事）、
井上剛毅理事長（代表理事）、岩本房幸専務理事（業務執
行理事）の平成 25 年 5 月 1 日から平成 25 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。

（報告事項）
（10）ネットワーク機材展出展状況
（11）機関誌「ITCA」発行状況
（12）本部ホームページ更新状況
（13）各種助成制度の紹介について
（14）平成 25 年度委員会名簿
（15）その他

◎　会社名　　株式会社アイエヌエス　（平成25年11月13日入会）
　　所在地　　東京都足立区　　代表者　　佐藤 光司　　TEL　　03-3857-2078　　　　
　　事業内容　電気通信設備の設計、施工、保守。電気工事請負、家電販売
　　URL　　　http://www.e-ins.co.jp/

◎　会社名　　株式会社エヌティトランスファー　（平成25年11月13日入会）
　　所在地　　東京都渋谷区　　代表者　　竹下 幸一　　TEL　　03-6300-6757　　　　
　　事業内容　通信回線の販売。LAN工事。PBX、主装置、ビジネスホンの販売

新会員（平成25年10月1日〜平成25年11月30日）



30

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

LAN認定会員のご紹介

協会が会員企業の LANの設計・施行に関する技術・知識と実践力を認定する「LAN認定」に、11月30日現在で75社が
認定されています。
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関東地方本部 〒103-0025
 

東京都中央区日本橋茅場町2-17-7 第3大倉ビル3F TEL 03-5640-4761 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
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通信委員
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東海地方本部 〒460-0011
 

名古屋市中区大須4-15-12 福利会館ビル TEL 052-241-1989 toukai@itca.or.jp

北陸地方本部 〒920-0209
 

金沢市東蚊爪町1-9-1 かがつうシステム㈱内 TEL 076-238-8384 hokuriku@itca.or.jp

関西地方本部 〒530-0004
 

大阪市北区堂島浜2-1-25 中央電気倶楽部ビル TEL 06-6341-3488 kansai@itca.or.jp

中国地方本部 〒739-1731
 

広島市安佐北区落合1-2-30 大成ナグバス㈱3F TEL 082-516-8870 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 九州沖通信機㈱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 〒061-3208
 

石狩市花川南8条5丁目32-1 つうけん花川ビル TEL 0133-75-8210 hokkaido@itca.or.jp

「日経トレンディ」12月号に2013年ヒッ
ト商品ベスト30が掲載されています。1
位の「コンビニコーヒー」に続き4位と7
位には「半沢直樹」「あまちゃん」のＴＶ
ドラマが、9位には「ノンフライヤー」と、
日常生活に関連した商品がベスト10に
ランクされました。
　今年のヒット予測には、日本経済の
回復が見え始めたためか、1位には
「毎日自作サプリスムージー」が、また3
位・6位・8位には「グランピング・ゴルフ」
「ライフスタイルモール」「外資系おもて
なしホテル」等、豊かさを象徴する商品
が並んでいます。
　ＩＴ関連からは5位に「Ｌサイズスマ
ホ」が並んでいますが、情報通信業界
からもヒット商品が出るよう期待したい
ものです。

（「ＩＴＣＡ」編集委員会）

編集後記


