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ITCA憲章

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

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

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

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

　　
3.協会は、各種教育研修、新サービス・ 新技術に関する調査研究などの取組みを推進し、会員の技術力・サー

ビス力の向上を支援します。

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

ITCA 憲章

FRONT VOICE　ICTの潮流変化を捉えて　　
　㈱日立情報通信エンジニアリング　IPテレフォニー事業部　事業部長　石河 仁 ………………………1
地方本部だより　関東地方本部の運営基盤強化は委員会の活性化から
　一般社団法人情報通信設備協会（兼関東地方本部）　花園 和幸 ……………………………………………2
特集　経済産業省が各都道府県に「よろず支援拠点」を開設
　　　～中小企業・小規模事業者の様々な経営相談に対応～…………………………………………………4
業界ニュース（2014年12月 ~2015年1月） …………………………………………………………………8
業界特集　クラウド PBXはもう止められない
　　　　　～攻勢かける通信キャリア・企業の通信基盤を総取りへ～…………………………………… 12
新製品・新サービス
　　　　　①総務省が無料の「データサイエンス・オンライン講座」を開設
　　　　　　～「社会人のためのデータサイエンス入門」講座（3月17日開講）の受講者を募集～  … 18
　　　　　②手軽に M2Mを活用できる｢KDDI M2Mクラウドサービス｣を開始
　　　　　　～月額2,000円から必要な機能をワンストップで提供～   ………………………………… 20

（一社）情報通信設備協会『賠償責任保険制度』のご案内   ………………………………………………… 22
平成27年度第1回電気通信主任技術者試験のご案内  ……………………………………………………… 24
協会推奨書籍の斡旋について  ………………………………………………………………………………… 26
会員企業3社が平成26年度「情報通信エンジニア優良団体表彰」を受賞 ………………………………… 27
LAN認定会員のご紹介 ………………………………………………………………………………………… 28
2015年 IT業界主要イベントカレンダー …………………………………………………………………… 31
新会員 ……………………………………………………………………………………………………………… 32
新書ベストセラー………………………………………………………………………………………………… 32

目　次



1

FRONT VOICE

（株）日立情報通信エンジニアリング
IPテレフォニー事業部
事業部長　石河　仁

ＩＣＴの潮流変化を捉えて

向春の候、貴社ますますご健勝のこととお喜び申し
上げます。

会員の皆様には、平素より一方ならぬお力添えにあ
ずかり、誠にありがとうございます。

昨年は、アベノミクスのいわゆる 3 本の矢と呼ばれ
る経済政策の展開により、円安が進行し、また株価も
上がりました。市場と致しましては、明るさの戻りを
感じる一方、消費増税の影響が長引き、持ち直しの足
取りがしっかりすることを期待した年でした。

今年は、政府の実効ある成長戦略で、消費増税延期、
円安、株高、金融緩和の継続、法人税減税など追い風
にのって明るい年になることを期待しております。

さて、誠に手前勝手ですが、まず弊社（株式会社日
立情報通信エンジニアリング）の紹介をさせて頂きます。

弊社は（株）日立製作所 情報・通信システム社に
おけるプラットフォーム事業の中核を担うエンジニア
リング会社であり、サーバやストレージ、通信ネット
ワーク機器など製品の設計・開発や各種関連ソリュー
ション事業を展開しております。

さらに昨年 4 月、（株） 日立製作所から IP テレフォ
ニー関連事業（製品開発・設計・製造部門）の事業移
管を受け事業拡大しています。
　（株）日立製作所および日立グループでは、社会・
お客さまの発展に貢献すべく、IT で高度化された社
会インフラを提供する「社会イノベーション事業」の
強化を進めています。社会イノベーションを進める上
で、「Intelligent Operations」「高信頼クラウド」「ビッ
グデータ利活用」「セキュリティ」をはじめとした注
力分野へ、弊社の情報通信技術を駆使した製品・サー
ビスを提供することにより、お客さまをはじめ会員皆
様の期待にお応えすべく邁進していく所存でございま
す。引き続き、会員皆様のご指導、ご支援のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。

昨年末、一般社団法人情報通信ネットワーク産業協
会（CIAJ）さまから、ボタン電話装置・PBX の 2019

年までの需要予測が発表されました。国内の需要は、
ボタン電話装置・PBX ともに 2016 年に谷間を迎え、
2019 年に向け東京オリンピック・パラリンピック需
要を想定し微増していくとの予測がされています。

私共が携わる IP テレフォニー事業では、IP 化の流
れが進むと言われ、現に IP 電話の導入（回線）は進
んできていますが、まだ内線利用では思ったようには
進んでいません。近年の話題としては、スマートフォ
ン、タブレット端末の導入が進んできており、内線電
話としての利用や業務アプリケーションとの連携やユ
ニファイドコミュニケーション（電子電話帳、電子メー
ル、グループウエア、会議システムなど）との連携ニー
ズも高まってきています。さらに企業だけの利用だけ
でなく、病院やホテルなど業務システムとしての導入
も進んできており、弊社製品もこれら市場ニーズに対
応し、利便性向上に努めて参ります。

また、昨年は環境配慮型製品として、弊社 PBX
はカーボンフットプリント（Carbon Footprint of 
Products/ 以下、CFP）の宣言認定を取得いたしまし
た。CFP は、商品やサービスの原材料の調達から廃棄・
リサイクルに至るまでのライフサイクル全体で排出さ
れる温室効果ガス（Greenhouse Gas）の排出量を CO2

量に換算したものです。マークなどを使って分かりや
すく表示（見える化）することにより、利用者に対し
CO2 排出量を考慮した商品購入への関心を高めてもら
い、事業者には製品のライフサイクルでの CO2 排出
量削減を促すための制度として世界各国で推進されて
います。今後も、環境配慮型製品の拡大を推進すると
共に、環境負荷の低減に通じた製品・サービスの価値
創造に取り組んでいこうと考えています。

市場変化のスピードが速く見通しが難しい環境です
が、会員皆様と新たな事業やサービスを生み出す「事
業パートナー」として社会の発展に貢献してまいりま
す。今後ともご指導よろしくお願い致します。
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地方本部だより

関東地方本部の運営基盤強化は委員会の活性化から
〜会員アンケート結果への具体的な取り組み〜

一般社団法人 情報通信設備協会（兼関東地方本部）事務局長
花園 和幸

25 年度に全国の会員を対象に実施した会員アンケート
では、研修・セミナーの充実、会員交流の促進、情報発
信の充実など、関東でも数多くの建設的な要望をいただ
き、その後の幹事会や総会で、これらを真摯に受け止め
今後の事業計画に活かすことを確認しました。

26 年度では、これらの要望を具体的に実施するため各
委員会が積極的に協会事業に取り組み、次の活動を展開
しましたのでご紹介いたします。

◎総務財務委員会
・5 月の定時総会、隔月毎の幹事会の開催のほか、1 月に

総務省やキャリア・メーカー、賛助会員や関係団体を
お招きして、会員と合わせて 180 名が参加し、盛大に
賀詞交歓会を開催して交流を図りました。

　

・7 月と 10 月の 2 回、延べ 45 人の会員が参加して関東
ベル倶楽部ゴルフコンペを開催し、会員同士の懇親を
図りました。

　

・物損の伴わない事故にも賠償する画期的な保険「情報
通信設備協会・賠償責任保険制度」について、他地方

本部を含めて契約の拡大に努めました。

◎業務委員会
・NTT 東日本、NTT-Com、KDDI、フュージョン・コ

ミュニケーションズ等のキャリアやメーカーと連携し
て、業務の受委託や新サービスの開拓など会員の事業
拡大に努め、地方本部や各支部で説明会を開催しました。

・「オフィスリンク」の取り組みを強化し、オフィスリン
ク認定企業として NTT ドコモから 80 社が認定されま
した。

・東芝情報システムと「ビジネスソフト使い放題お助け
パック」サービスの販売店契約を結び、中小企業向け
PC ソフトのクラウドサービス
販売を 2 月に開始しました。

・協会の「LAN 認定制度」を行
政機関や関連団体・企業等へ
PR したことにより、会員が
LAN 工事の受注や端末設備の
保守受託を契約しました。ま
た、関東の LAN 認定会員企業
は 37 社となりました。

◎教育委員会
・情報通信設備業界会員企業の社員にふさわしい人材を

育成するため、新技術・新サービス、資格取得研修に
加えて中堅社員研修などのヒューマン研修を実施しま

関東地方本部の事業活動の基盤となっている「総務財務」「業務」「教育」「広報」「組織」の五つの常設委員会は、
各都県支部の会員による支部総会での推薦を受け関東地方本部の総会で選ばれた幹事によって構成され、会員の
事業拡大の支援や関東地方本部の運営基盤の強化に取り組んでいます。
各常設委員会で審議した事項や執行した事項は、隔月毎に開催される幹事会において、各委員長が報告を行って承
認を受けています。

賀詞交歓会

関東ベル倶楽部ゴル
フコンペの表彰パー
ティー

新サービス説明会
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した。
　26 年度に実施した研修と受講数は次のとおりです。

・情報通信業界の最新動向を周知するために 5 月と 11 月
に定例講演会を開催し、延べ 128 名が参加しました。
第1回講演内容　（1）日立の IPテレフォニーのご紹介

と今後の取組みについて
（2）NTT東日本の事業所向けビジネス

の動向について
（3）クラウド時代のボイスソリュー

ション（NTT-Com）
第2回講演内容　（1） ワークスタイル変革提案における

富士通のチャレンジ
（2） 医療情報システムとナースコール

設備について（アイホン）

◎広報委員会
・関東地方本部報「新風」は内容を関東地域の情報に特

化し、隔月に年６回発行しました

・関東地方本部のホームページは、研修案内のバナーを
設けるなど見やすいデザインに努めてきました。また、
会員の要望に応えて 27 年度から「会員の広場」を開設
するため、現在作業を進めています。

・会員に情報通信業界の情報をいち早く提供するため、平

成 17 年から「ITCA ニュース」を毎日配信していますが、
26 年度は内容を一層充実させるため配信システムを更
新し、名称も「情報通信ニュース」に変更しました。

◎組織委員会
・昭和 60 年以降続いている会員数の減少に歯止めをかけ

るため、組織委員会と各支部との合同組織委員会を開催
するとともに、「入会のしおり」を作成して関連団体や
未加入の同業企業に配布するなど、地方本部と支部が一
丸となって全役員、全会員による会員増強に取り組んだ
結果、入会会員が増加し退会会員が減少しています。

・9 つの各支部では、会員相互の交流を深めるため賀詞
交歓会・勉強会、懇親会等を開催するとともに、自治
体や地元関連企業・団体・キャリアとの打合せを実施
して、協会の活動を PR する取組みを展開しました。

　

・現場で使える「保守契約の手引き」
が欲しいとの会員の声を受けて、
茨城県支部と組織委員会が合同で
検討し作成した「電話保守契約の
すすめ～企業通信システム維持管
理のガイドライン～」は、会員や
メーカー等の評価を得て、5000 部
を発行しました。

◎おわりに
26 年度も残り 1 か月となりましたが、まだまだ課題は

多くあります。1 年間の活動の結果を踏まえ、平成 27 年
度は新規事業・サービスの開拓や教育の充実・広報活動
の充実など、会員のための活動を一層強化し、会員数の
拡大によって更に協会が発展できるよう、委員会活動を
推進していきたいと考えています。

研修コース名 延べ
受講者数

工事担任者資格取得研修（AI・DD 総合種）（2 回） 60
新入社員研修 25
第二種電気工事士筆記試験受験準備講習会 27
職長および安全衛生責任者特別教育（3 回） 23
中堅社員向け研修 20
第 2 級陸上特殊無線技士資格取得研修 9
CAD 製図（電気設備）初級講習（2 回） 16
経営革新セミナー 16

中堅社員向け研修

定例講演会

機関誌「新風」

組織委員会と支
部との合同組織
委員会

東京支部勉強会

関東9支部エリア
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特集

経済産業省が各都道府県に「よろず支援拠点」を開設
〜中小企業・小規模事業者の様々な経営相談に対応〜

■背景
　全国 385 万の中小企業、中でもその９割を占める小規
模事業者は、地域の経済や雇用を支える極めて重要な存
在です。しかしながら、中小企業・小規模事業者からの
相談対応を担う既存の支援機関には、機関ごと地域ごと
に支援のレベル・質・専門分野、活動内容等のバラツキ
があるなどの課題もあり、相談体制の更なる整備が必要
となっています。
　このため、経済産業省・中小企業庁では、平成 26 年度
から各都道府県に 1 箇所ずつ、地域の支援機関と連携し
ながら、中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営相
談に対応する「よろず支援拠点」を開設しました。

■概要
　「よろず支援拠点」の主な役割は、中小企業・小規模事
業者の起業から安定までの各段階のニーズに応じて①既
存の支援機関では十分に解決できない経営相談に対する

「総合的・先進的経営アドバイス」や②事業者の相談に応
じた「適切なチームの編成」、③案件に応じた「的確な支
援機関等の紹介」といったきめ細かな対応を行うことです。

１．「よろず支援拠点」とは
　「よろず支援拠点」は、国が全国に設置する経営相談所
です。中小企業・小規模事業者の皆様の売上拡大、経営
改善など、経営上のあらゆるお悩みの相談に対応します。
お近くのよろず支援拠点までお気軽にご相談ください。

２．ご利用方法
　最寄りのよろず支援拠点へ直接ご連絡ください。コー
ディネーターを中心とする専門スタッフがご相談を伺い、
適切な解決方法をご提案します。（相談無料）

３．ポイント

①総合的・先進的アドバイス
　他の支援機関では十分に解決できない経営相談に応
じます。中小企業・小規模事業者の課題を分析し、一
定の解決策を提示し、フォローアップも実施します。

例）売上拡大（新規顧客獲得や海外進出等）、再生・経
営改善、現場改善（生産性向上）など。

②支援チーム等の編成支援
　中小企業・小規模事業者の課題に応じた適切な支援
チームの編成を支援します。支援チーム編成のため、
複数の支援機関、公的機関、起業 OB 等の「支援専門家」
や、大学、大企業等の事業連携の相手先と調整を実施
します。
例）企業が抱える複数の経営課題に対し、適切な支援

ができる機関・専門家による支援チーム編成を主
導など。

③ワンストップサービス
　支援機関等との接点が無く、相談先に悩む中小企業・
小規模事業者の相談窓口として、広く相談に応じま
す。相談内容に応じて、支援機関・専門家を紹介する等、
適切な支援者につなぎます。

■導入支援例
低コストPCファイル共有化の導入支援（IT活用）

㈱○○○精機（自動車・電機、医療業界向け　超精密金属
部品切削加工）
1. 相談の
きっかけ

・品質改善効果をより促進させるために遅れて
いる PC ファイルの共有化を行いたいが、コス
ト問題で踏み切れない問題があった。

2. 解決策
の提案

・課題解決策として、よろず支援拠点を通じた
専門家派遣支援制度を活用し、IT 専門家によ
る「低コスト PC ファイル共有化の導入支援」
を提案。

・H26 年 7 ～ 8 月期間で実施する事とした。
3. 成果 ・IT 専門家は、工場現場調査、無線通信検証テ

スト、組織体制調査を行い、また、最適な機
材の選定・調達・設置・設定・稼動テストを
実施した。

・企業における PC ファイル共有化に必要な性能
が考慮された方式を当初予算の 1/5 以下の低
コストで導入でき、9 月より稼動開始した。
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■各都道府県のよろず支援拠点
独立行政法人中小企業基盤整備機構のサイト「拠点一覧」

（http://www.smrj.go.jp/yorozu/087939.html）をご覧ください。

■お問い合わせ先
　中小企業庁 経営支援部 経営支援課　　
　電話：03-3501-1511 （内線 5331）
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URL：http://www.itca.or.jp 〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-17-7　第３大倉ビル
TEL：03-5640-6508　FAX：03-5640-6599　E-mail：info@itca.or.jp

一般社団法人 情報通信設備協会
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LAYCOM Layer & Computer

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

�サーバ・クライアント構築
Windows・Linuxサーバー

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

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

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

物理層全般に渡る設計・施工
をご提供いたします。

�����・��サポート
システム導入後のメンテナ
ンスサポート・障害対応・改
善提案をご提供いたします。
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業界ニュース　12月 

㈱アイ・オー・データ機器は、遠隔地レプリケーション用 VPN 専用ボックスとして、既存のネットワークはそのままに、ルー
ターの置き換えなしで低コストで手軽に遠隔地間でバックアップ専用ネットワークを構築できる装置「BX-VP1 シリーズ」を発
売。親機－子機ペアリング済み 2 台がセットで、既存ルーターの配下に設置し、ルーターの IPsec パススルーを有効にした後に
接続するだけでバックアップ専用ネットワークが構築できる。大規模災害のリスクを想定したBCP対策として、遠隔地間でのデー
タ保存、バックアップ用途に使用できる。子機は最大 2 台まで接続可能。接続先を増やす場合は、BX-VP1（増設用子機）を購入。
本商品はルーターではない。本商品子機の配下に接続できるデバイスは 1 台のみとなる。

販売価格：親機・子機（2 台セット）BX-VP1-S　39,800 円（税別）、 BX-VP1　22,800 円（税別）　

アイオーデータがお使いのルーターのままで低コストにＢＣＰ対策を実現　
〜手軽に遠隔地間でのデータ保存〜

富士通㈱は、食・農クラウド「Akisai（アキサイ、日本語通称：秋彩）」の生産管理サービスのラインナップに、新事業として植
物工場で野菜の生産・販売を開始した小林クリエイト㈱の植物工場・施設園芸向け生産管理ソリューション「agis（エイジス）」生
育管理システム」を加え、「FUJITSU　Intelligent Society Solution 食・農クラウド Akisai 生産管理システム agis」を販売開始した。
　本ソリューションは、ハンディターミナルを活用し、栽培現場での作業履歴収集とデータ管理を容易にするサービスで、多品種
少量生産や、栽培植物をロットごとに管理する植物工場・施設園芸での生育管理に適しており、作業者はハンディターミナルを管
理単位のロットに挿してある RFID や二次元コード付きタグにかざし、個体を認識しながらハンディターミナル上で作業実績を入
力することが可能となる。これにより、生育途中で栽培場所が変わる植物工場においても播種から収穫まで一貫した作業履歴の管
理が容易になる。

富士通が色・農クラウド「Ａｋｉｓａｉ」植物工場向け生産管理ソリューションを強化

東日本電信電話㈱は、サポート付き簡単オフィス Wi-Fi サービス「ギガらく Wi-Fi」を 12 月 1 日に提供開始した。本サービスは、
中堅中小企業のお客様が求めるオフィスの Wi-Fi 環境をレディメイドし、Wi-Fi アクセスポイント装置とその導入から運用までの
サポートを組み合わせて提供するサービスで、併せて、自社ブランドでのサービスの提供を希望するパートナー企業に、本サー
ビスを OEM で提供する。

特長は、①最新のギガ Wi-Fi（IEEE802.11ac 対応） ②中堅中小企業のお客様に適した機能をレディメイド ③お客様は AP を
LAN につなぐだけでオフィス内の工事なしに開通 ④運用の手間なしで、プロがクラウドから迅速にトラブルを解決する。

※月額利用料（AP1 台あたり、税抜き）は ベーシックプラン 2,980 円、ハイエンドプラン 4,480 円で初期費用は不要。

ＮＴＴ東日本がサポート付き簡単オフィスＷｉ-Ｆｉサービス「ギガらくＷｉ-Ｆｉ」の提供開始

西日本電信電話㈱は、「B フレッツ」によりインターネット接続サービスを提供してきたが、後継サービスである「フレッツ光
ネクスト」等の、より高性能なブロードバンドサービスの提供により「B フレッツ」の利用者が年々減少してきており、今後も
この傾向は継続していくと予想されることから、「B フレッツ　マンションタイプ」について 1 月 31 日にサービス提供を終了した。

また「B フレッツファミリー 100 タイプ／ビジネスタイプ／ベーシックタイプ」についても、本年 11 月 30 日をもってサービ
ス提供を終了する。

ＮＴＴ西日本が「Ｂフレッツ」における一部サービスの提供を終了

イメーション㈱は、ストレージとバッテリーの 2 つの問題を解決し、専用アプリによるスムーズなデータ管理、データ転送の
高速化を実現した、iPhone ユーザー待望の外付けメモリ「LINK Power Drive」を発売した。

特徴：①本体格納式の Lightning ケーブルを搭載しているので、iPhone 等の iOS 機器に簡単に接続可能。撮影した写真や動
画を LINK Power Drive にバックアップや一時保存を行う事で、iPhone の空き領域をすばやく確保。 ②従来の Lightning コネク
タ対応フラッシュメモリ製品と比較して、より高速のデータ転送を実現。コンテンツデータを iPhone に移動しなくても LINK 
Power Drive 本体に映画、動画、音楽等のデータを保存したまま、スムーズなストリーミング再生を実現。③ 3,000mAh（実際
に使用可能なバッテリー容量は 2,700mAh 前後）のバッテリーを搭載しており、外出先で iPhone のバッテリーがなくなった場合
にも補助電源として活躍。④ LINK Power Drive と iPhone 間のデータ転送や管理をスムーズに行うための専用データ管理アプリ

「LINK Power Drive」を開発。本アプリは Apple 社の App Store からダウンロード可能。

イメーションがメモリとバッテリー充電の１台２役の iPhone ／ iPod touch専用外付けメモリを発売

オープンソースソフトウェア “Asterisk（R）［読み：アスタリスク］” をベースとしたクラウド PBX サービスを提供するインフィ
ニトーク㈱は、Linux（R）上で動作するユニークな PBX アプリケーション「InfiniTalk Commuity Ver.2.1」を、12 月より無料で
配布している。国内PBXベンダーの中で唯一無料で提供しているPBXアプリケーション「InfiniTalk Commuity」をバージョンアッ
プし、より使いやすく、そしてユニークな機能が追加されている。

Ver.2.1 に追加された主な機能は、①電話会議機能　②メッセージボード機能　③ SV アシスタント試作品 Ver.0.1 で、インフィ
ニトークの Web サイト でダウンロード提供している。

インフィニトークがユニークなＰＢＸアプリケーション「InfiniTalk Commuity Ver.2.1」を無料配布
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㈱ジュピターテレコム（J:COM）と SCSK ㈱、日本アイ・ビー・エム㈱は、J:COM の電力ビジネスを拡大させる新たなエネルギー・
マネジメントシステム（EMS）の構築を開始した。新システムの導入により、J:COM が 2 月から開始したマンション向けエネルギー
管理支援サービス「エコレポ」へ一部機能の提供を行うと同時に、今後一括受電サービスの一層の拡大を図るとともに、エネルギー
データを活用できるマネジメント・システムを構築し、お客様の多様なニーズに応えていく方針である。

今回、J:COM が採用した日本 IBM のエネルギー・マネジメント基盤は、仕様の異なる複数の HEMS や MEMS 等の機器のデータ
を収集できるシステムで、これにより、J:COM は、機器メーカー等に関わらず柔軟にエネルギー・マネジメントシステムのデータ
を一元的に収集・管理できるようになり、マンションデベロッパーなどお客様の要望に応じた様々なサービスを今後提供していく
ことを目指す。

Ｊ：ＣＯＭ、ＳＣＳＫ、日本ＩＢＭの３社が今後の電力ビジネス拡大に向け、新ＥＭＳ構築で協力

㈱ジェネシスホールディングスは、geanee ブランドの『Windows8.1 タブレット』3 機種を主に法人向けに発売開始した。7 イン
チモデルは 12 月に、また 8、10.1 インチモデルは 1 月に発売を開始した。Windows タブレットは、既存の Windows アプリケーショ
ンの活用、パソコンと同等のセキュリティレベル、Windows を基幹システムに採用されている企業の社内システムとの整合性など、
多くのメリットがある。

ジェネシスは、日本向け製品に特化した中国深圳の自社工場での生産体制を最大限に活かし、今回発売する「geanee Windows8.1タ
ブレット」は、3モデルをベースに、様々なご要望に柔軟にお応えした各種カスタマイズ・オリジナル製品の受託・製造も積極的に行う。

販売価格は、7 インチが 12,980 円（税別）で、8 インチ・10.1 インチはオープン価格。

ジェネシスホールディングスが７インチのタブレットを12,980円の低価格で発売　
〜「geanee Windows 8.1タブレット」7・8・10.1インチの３機種を発売〜

㈱アドバンスト・メディアは、電話音声に特化した電話用音声認識エンジンとして音声認識サーバー “AmiVoice Cloud 
WebAPI” を使用し、留守番電話が文字で届く、日本初のクラウド型留守番電話サービス「TRANSREC（トランスレック）」を提
供開始した。TRANSREC は、留守番電話に吹き込んだメッセージが、サーバー上で文字化され、通知メールとして送信される、
日本初の留守番電話サービスである。テキストで留守番メッセージを確認する事が出来るため、電車内や会議中など電話を掛け
る事が出来ない場所でも、素早くメッセージ内容を把握する事が出来る。また、テキストと共に音声ファイルも添付されるため、
データセンターに連絡する事なく操作を完結する事が出来る。月額基本料金は 300 円（税抜）で申込月の基本料は無料。

アドバンスト・メディアが電話音声に特化した、電話用音声認識エンジンを提供開始　
〜留守番電話が文字で届く、日本初のクラウド型留守番電話サービスに導入〜

　IDC Japan ㈱は、12 月 18 日、2015 年の国内 IT 市場の動きを発表した。
2015 年の国内 ICT 市場（IT 市場、通信サービス市場の合計）の成長率は、マイナス 1.7％となる。最大の要因は、Windows 

XP のサポート終了に伴い PC 市場が大幅なマイナス成長となることにある。2013 年まで 2 桁の成長率で市場を牽引してきた移
動体データ通信サービス市場も、2015 年にマイナス成長に転じる。

しかし、すべての市場セグメントが縮小傾向であるということを意味するわけではなく、2013 年～ 2018 年の年間平均成長
率（CAGR）では、第 2 のプラットフォーム市場はマイナス 2.9％であるのに対し、第 3 のプラットフォーム市場は 4.3％であり、
ICT 市場の成長を牽引する。2015 年の第 3 のプラットフォーム市場における成長率は、4.6％とプラス成長を維持するのに対し、
第 2 のプラットフォーム市場は 3.9％のマイナス成長である。

ＩＤＣジャパンが２０１５年の国内ＩＴ市場の予測を発表　
〜国内 ICT市場は微減傾向にあるが第3のプラットフォームの成長は続く〜

日本電気㈱は、カメラとレンズ、高速旋回装置を組み合わせた旋回装置一体型カメラで初めて（注）、フルハイビジョン超高感度撮
影を実現する新製品「NT-S370シリーズ」・「NT-S970シリーズ」2機種4モデルをラインナップし、12月より販売開始した。新製品は、
NECの中央研究所が開発した独自の映像鮮明化技術を活用し、霧・もやが発生した悪天候な状況下でもクリアな視認性を確保できる「霞
低減機能」を搭載した。また、夜間や暗所などで撮影する際に発生するノイズを最小限に抑える「ノイズ低減機能」も搭載し、昼夜を
問わず、高感度・低ノイズな映像撮影を実現した。（注：3板式のCMOSセンサ搭載カメラとして）　販売価格：オープン

ＮＥＣがフルハイビジョン超高感度撮影を実現する旋回装置一体型カメラを販売開始
〜施設内や災害現場の映像を、昼夜を問わず、より鮮明に撮影〜

　クラウド請求書管理サービス「MISOCA（みそか）」を運営するスタンドファーム㈱は、請求書に印字された QR コードをスマートフォ
ンなどで読み取り、クレジットカードで支払える機能の提供を開始した。QR コード付きの請求書は “Misoca” 上から簡単な操作で作成、
発送することができ、それを受け取った側はスマートフォンなどから 24 時間 365 日、オンラインでの支払いが可能になる。

請求側のメリット：①支払側の決済手段を多様化できる ②銀行振込に比べて支払が安易 ③最短 5 営業日で入金 ④ Misoca の請
求書自動郵送機能が利用可能 ⑤ Misoca の基本機能が利用可能（入金消し込み、売上レポート、会計ソフトとの連携など）

支払側のメリット：PC、スマートフォンなどから 24 時間 365 日支払い可能。振込手数料がかからない。
基本プラン：初期費用0円、月額費用0円［請求書・見積書・納品書・領収書の作成、メール送信、PDF作成、CSVデータダウンロードなど］
オプション（有料）：請求書の郵送代行 180 円／ 1 通（税込）、見積書の FAX 送信 60 円／ 1 通（税込）

スタンドファームがＱＲコードで請求書の支払いができる機能の提供を開始〜銀行振込不要、クレジットカードで簡単支払い〜
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業界ニュース　1月 

　㈱クマヒラは、撮影画像をカメラ本体に記録できるデジタル監視カメラを発売した。デジタル監視カメラ DC-S1 は、320 万画素
高感度 CMOS センサーによる高解像度の画像をカメラ本体に内蔵したソリッドステートドライブ（SSD）に記録し、機器単体で撮
影から録画まで実施することが可能である。また、最大 3 台の外部カメラを接続してその画像を記録でき、ネットワーク接続した
PC から録画画像の検索や再生が可能なため、カメラでありながら「小さな録画装置」としても機能する。
　記録媒体に採用した SSD は、ハードディスクと比べ振動や衝撃に強く故障に強い機構を実現した。また、SSD はハードディクス
に比べ発熱量も少なく定期交換の必要もない。さらに、デジタル監視カメラ DC-S1 は、セキュリティシステム「GG シリーズ」との
連携が可能で、入退室履歴や鍵管理機の使用履歴と紐付けて撮影した画像を確認でき、より厳格なセキュリティを実現する。価格
は 56 万 7000 円（税別）

クマヒラが撮影画像をカメラ本体に記録できる「デジタル監視カメラ　DC-S1」を販売

㈱ MM 総研は 12 月 25 日、国内 MVNO 市場の 2014 年 9 月末実績を発表した。
① 2014 年 9 月末時点の MVNO 回線契約数は 3 月末比 30.3%増の 1,928 万回線。 ②回線種別では BWA（WiMAX ／ AXGP）が

最多で、3 月末比 39.5%増の 1,013 万回線。 ③独自サービス型 SIM の回線契約数は 230.5 万回線、モバイル市場全体でのシェアは
1.4%。 ④独自サービス型 SIM の事業者別シェアは、NTT コミュニケーションズが 23.4%で 1 位。 ⑤低価格 SIM・低価格スマホ
が引き続き市場を牽引、音声通話対応 SIM の広がりも追い風になった。

今後も引き続き MVNO サービスの総契約回線数は順調に伸びていき、携帯電話カテゴリにおいては、「格安 SIM」と呼ばれる、
大手キャリアサービスの再販型では無い独自サービス型 SIM の契約回線数が引き続き大きく伸長していくことが予想される。

ＭＭ総研が国内ＭＶＮＯ市場規模の推移（２０１４年９月末）

　LINE ㈱は、同社が運営する無料通話・無料メールスマートフォンアプリ「LINE（ライン）」http://line.me において、LINE ア
プリ上からタクシーを呼ぶことができるタクシー配車サービス「LINE　TAXI（ラインタクシー）」を公開した。まずは、東京版（23
区内・三鷹市・武蔵野市）を 1 月より提供し、全国版の提供開始は近日中を予定している。これにより、タクシーが捕まりにく
い時間帯や、タクシーの通行量が少ないエリアなどでタクシーを呼ぶ際、迎車を頼みたくても電話をかけることのできない状況
時などでも、LINE を起動するだけで簡単にタクシーを呼ぶことができる。また、配車までの待ち時間の目安が「LINE TAXI」
内の地図上に表示される。

支払いは LINE のモバイル送金・決済サービス「LINE Pay」との連携により、降車時の料金支払いプロセスが一切不要となり、
キャッシュレスによるスムーズなタクシー利用が可能となる。

本サービスは、日本交通㈱との提携により、東京版公開時には日本交通が保有する車両を含む3,340台の車両が「LINE TAXI」対象。

ＬＡＩＮがタクシー配車サービス「ＬＩＮＥ ＴＡＸＩ」東京版を公開

働いた時間にかかわらず、成果で賃金を払うとする「残業代ゼロ」制度や、社員に年 5 日の有給休暇を取らせるよう企業に義
務付けるなどを盛り込んだ労働基準法改正案が、2 月 6 日に開かれた厚労相の諮問機関である労働政策審議会に提案された。
 　「残業代ゼロ」制度の対象者は年収 1075 万円以上の株式・債権のディーラーやアナリストなどで、システムエンジニアや投資
銀行の担当者なども加える方向で調整される予定で、導入する企業には、「会社にいる時間の上限規制」「勤務の間に一定の休息
時間を設けるインターバル規制」「年 104 日の休日取得規制」といった、長時間労働を防ぐいずれかの仕組みを導入することを条
件とする。今後、対象の職種を省令で示す。
　また、有給休暇の消化を促すため、企業に対して、従業員に有給休暇を取得する時期を指定することを義務づける日数を年 5
日とする方針を固めた。取得時期を指定する責任を企業に負わせ、違反した企業には罰則を設ける。働き過ぎを防止し、仕事と
生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を図る狙いがある。

政府が「残業代ゼロ制度」と「有給休暇取得制度」の労働基準法改正案を提案

　総務省の 2015 年度予算案は、一般化会計総額が 16 兆 3428 億円で、情報通信技術（ICT）関連では「新たなイノベーションを
創出する ICT 成長戦略の推進」として 552 億円を計上した。主要事項は、① ICT による地域の活性化（ICT による地域の成長へ
の貢献・G 空間× ICT の推進・地域の ICT 基盤整備）②東京五輪等での世界最先端 ICT 環境の実現（SAQ2 JAPAN project の推進・
グローバルコミュニケーション計画の推進・4K・8K 等の推進）③ ICT 共通基盤の実現（ビックデータ・オープンデータの活用・
世界最高レベルの ICT 基盤の実現）④ひと（女性の活躍支援・イノベーションプログラム等の推進）となっている。

また、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに 21 億円を計上して新規事業に取り組み、訪日外国人客の増加を踏まえ
て多言語音声翻訳システムの研修開発と実証を始める。また、超高精細で臨場感のある映像を視聴できる環境を構築する。さら
に環境庁や事業者、エリアオーナーなどと構成する協議会を創設し、Wi-Fi 整備とともに利用開始手続きを簡素化・一元化する。

総務省が２０１５年度予算案を発表、ＩＣＴ成長戦略の推進に総額５５２億円
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㈱高速屋は、自社開発によるデータ高速解析支援ツール「解析ブースター」を 1 月に発売開始した。
　「ビッグデータ時代の到来」と言われる昨今、膨大なセンサーデータやアクセスログ、POS データ、取引明細などを解析して、
価値ある情報を生み出す取組みが注目を集めている。しかし、一方で、ビッグデータを解析するためのシステム構築には多大な
手間やコストがかかるという課題がある。「解析ブースター」は、コストが膨らむ要因となる「大量データのデータベース化」を
不要とし、汎用性の高いテキストデータファイルから必要なデータをダイレクトに高速抽出する解析支援ツール（ソフトウェア）
で、これにより、ビッグデータの利用コストを大幅に抑えて、手軽で高度な解析環境を提供できる。
　特長は、①大量データの高速処理 ②入力ファイルサイズが無制限（入出力のためのストレージ容量など、本製品の動作用件を
満たすことが前提） ③省メモリ ④ GUI または SQL による柔軟な処理記述と実行環境。標準価格は、エントリー版 24 万円、スタ
ンダード版 90 万円。

高速屋がデータの高速解析支援ツール「解析ブースター」を発売開始

ビッグローブ㈱は、オフィスや店舗などにおいて、手軽に Wi-Fi 利用環境を構築できる「BIGLOBE Wi-Fi オフィス」を 1 月か
ら提供開始した。本サービスは、NTT 東日本が OEM 提供する「ギガらく Wi-Fi」を活用しており、最大速度 1.3Gbps（IEEE802.11ac
対応）の高速無線通信が可能である。専門的な知識を必要としない簡単な設定と、低価格で利用できるサービスで、中小規模企
業や部門単位での安易な導入が可能になる。
　特長は、① AP 装置に LAN ケーブルを接続するだけで複雑な設定が不要　② AP 装置 1 台を月額 2,980 円（税別）から利用可
能　③ AP 装置 1 台当たり最大 15 個の SSID が設定でき、組織別のアクセスコントロールや来訪者向け Wi-Fi の提供も可能。

ビッグローブが簡単な作業で Wi－Fi環境を構築できる「BIGLOBE Wi－Fiオフィス」の提供開始

富士通㈱は、2016 年 1 月の社会保障・税に関わる番号制度（マイナンバー制度）の施行に向け、自治体や民間企業向けにマイ
ナンバー制度に対応した業務システムや運用プロセスの構築を支援する、コンサルティング、BPO（ビジネスプロセスアウトソー
シング）サービス、教育関連のサービス、アプリケーション、セキュリティなどの製品を体系化し、1 月より順次提供する。
　従来から提供している、自治体向けの MICJET シリーズや民間企業向けの GLOVIA シリーズなど既存の業種業務アプリケー
ションのマイナンバー制度への対応内容・時期を明確化するとともに、自治体向けの「FUJITSU 自治体ソリューション MICJET
番号連携サーバ」や、マイナンバー制度対応業務を支援する「FUJITSU BPO サービスマイナンバー BPO サービス」などの新ソ
リューションを提供し、お客様のマイナンバー制度への迅速かつ確実な対応を支援する。また、富士通グループ全体を横断する
組織として「番号制度推進室」を設立した。

富士通がマイナンバー制度対応ソリューションを体系化し提供開始

東日本電信電話㈱および西日本電信電話㈱は、光回線の「サービス卸」（光コラボレーションモデル）の提供を 2 月 1 日に開始した。
両者はこれに先立ち、総務省に活用業務を申請し、総務省が1月20日に発表したサービス卸のガイドライン案も順守するとしている。
　サービス卸の開始により、今後は様々なプレーヤーから独自ブランドの光回線サービスが登場する見通し。

NTT 東西は、既に約 300 社（2014 年末時点）と機密保持契約を締結して協議を進めており、ピーシーデポや U-NEXT などが
独自サービスの提供を表明済みである。「フレッツ光」や「ひかり電話」の既存ユーザーに対しては、現行の契約 ID や電話番号
を継続できる「転用」の仕組みを用意し、利用環境を変更することなく移行できるようにする。NTT ドコモやソフトバンク BB
もサービス卸の活用を表明しているが、提供開始は 2 月下旬以降となる可能性が高い。

ＮＴＴ東西が２月１日にサービス卸を開始、ドコモやソフトバンクの活用は２月下旬以降が濃厚

日本電気㈱ならびに NEC プラットフォームズ㈱は、中小規模事業所向けオフィスコミュニケーションゲートウェイ
「UNIVERGE Aspire UX（ユニバージュ　アスパイア　ユーエックス）」を強化し、1 月より販売開始した。
　新製品は、社内外を問わずスマートフォンによる内線通話利用が可能な「UNIVERGE どこでも内線サービス」への対応に加え、
スマートフォン、PHS、多機能電話機など複数の端末をグループ化して同時に鳴動させることが可能な「ワンナンバーフォーキ
ング」など、フレキシブルなワークスタイルを実現する機能強化を行った。

販売価格は、733,000 円～（税別）（IP 電話サービス 4 回線、12 ボタンデジタル多機能電話機 8 台、コールセンタ機能 4 台分の
想定システム価格［設定費、設置工事費は除く］）。

ＮＥＣが中小規模事業所向けコミュニケーションゲートウェイ「UNIVERGE Aspire UX」を販売開始

三菱電機㈱は、2020 年の東京五輪開催を見すえ、イベント会場などに簡易に設置できる無線型の監視カメラシステムを開発し
たと発表した。マルチホップ機能を備えた無線 LAN 内蔵の無線監視カメラを複数台設置することで、電源や回線の工事なしに監
視カメラのネットワークを構築・運用できる。
　特長は、①マルチホップ機能により、敷設工事不要で監視カメラネットワークを簡単に構築（映像データをバケツリレー方式で伝
送するマルチホップ機能を採用し、無線 LAN 同士のみでの通信を実現　②電波状況の見える化により、設置場所や障害発生場所を
容易に特定（タブレット端末 1 つで映像伝送に最適な無線監視カメラの設置場所や障害発生場所を瞬時に特定し、専門知識がなくて
も監視カメラネットワークの構築から運営までを容易に実現）。価格は、6 台のシステムで 15 万円程度を想定。2016 年度に事業化予定。

三菱電機が仮設用途対応「監視カメラ向け無線ネットワーク」を開発
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　｢回線は通信キャリア、交換機（PBX）はメーカー」
──。この境界線が崩れようとしている。
　仕掛けたのは通信キャリアだ。PBX 機能を月額利
用型のサービスとして提供する「クラウド PBX」を
販売し、PBX 設備の更改時期を迎えた企業に対して
リプレース提案を活発に行っている。
　さらにユニファイドコミュニケーション（UC）を
サービスで提供する ｢クラウド UC｣ の販売にも注力
している。UC をこれからの事業の軸に据える PBX
メーカーと真っ向からぶつかる形だ。
　狙いは、企業コミュニケーション基盤の “ 総取り ”
にある。
　通信キャリアは、音声回線、データネットワーク、
モバイル端末、そして IaaS や SaaS などのクラウド
サービスと、企業が必要とする ICT サービスを幅広
く揃えている。加えて、近年はクラウド事業を強化
するため、従来は “ 弱点 ” とされていたソリューショ
ン提案と SI 力にも磨きをかけている。こうした強み
を活かして PBX も巻き取り、企業コミュニケーショ
ン全体にサービス提供範囲を広げる戦略だ。

■先行するNTTコムとKDDI
　この動きが鮮明なのが、NTT コミュニケーショ
ンズ（以下、NTT コム）と KDDI の 2 社である。 
KDDI で UC 提案を手掛ける、ソリューション推進本
部パートナーソリューション部長の内田恵氏は「我々

が目指すのは、音声、データ、ネットワーク、デバ
イスの全部取り。FMC と SI 事業をやっているので、
UC のビジネスも当然でてくる」と話す。NTT コムも、
ほぼ同様のスタンスだ。
　両社とも法人戦略の柱にクラウド事業を位置付け、
今や音声回線・ネットワーク、端末だけでなく、企
業 ICT 全般を広くビジネス領域にしている。数年前
から、主に大企業に対して業務・情報システムのク
ラウド化を提案してきており、オンプレミス型シス
テムからの移行を促すためにソリューション提案力
と SI 力を強化してきた。
　この 2 社と他のキャリアとの違いは、固定系の通
信サービスを全国およびグローバルで提供するこ
と、移動通信も手がけていることだ（NTT コムは
MVNO で移動通信サービスを提供）。NTT コムにつ
いて言えば、携帯キャリアではない点が逆に強みに
なる。スマートフォン向けのアプリやサービスを充
実させており、どのキャリアの端末でも使えるマル
チキャリアのサービスを提供できるのだ。自社携帯
／スマートフォンにサービス提供先が限られる携帯
キャリアよりも、むしろサービス展開の自由度は高い。
　このような背景から、NTT コムと KDDI の 2 社が、
いまだオンプレミス型がほとんどを占める PBX のク
ラウド化に力を入れるのは当然と言える。
　現在提供されているクラウド PBX/UC を図表１
にまとめているが、実際にこの 2 社は先行してい

業界特集

通信キャリアがクラウド PBX、クラウド UCの販売に本腰を入れている。回線・ネットワーク、端末 IaaS/SaaS
など、企業 ICTの大部分を手がける強みを活かし、企業のコミュニケーション基盤をすべて巻き取る戦略だ。　

文◎坪田　弘樹（テレコミュニケーション）

（図表1）大手通信事業者が提供するクラウド PBXサービス

クラウドＰＢＸはもう止められない
〜攻勢かける通信キャリア・企業の通信基盤を総取りへ〜



13

る。NTT コムは 2011 年からクラウド UC サービス
「Arcstar UCaaS」を提供｡  KDDI も、NTT ドコモや
ソフトバンクがまだ FMC（携帯電話を内線電話とし
て利用する）に軸足を置いたサービス提供に留まっ
ているのに対し、2012年6月からクラウドPBX「KDDI
仮想 PBX サービス」の提供を始めた。

■クラウドPBX/UCの仕組み
　NTT コムと KDDI の具体的な戦略に入る前に、ク
ラウド PBX とクラウド UC の仕組みと、オンプレミ
ス型と比較したメリットを整理しておく（図表2参照）。
　クラウド PBX は、従来はユーザー企業内に置かれ
ていた PBX 設備を無くし、その機能をネットワーク
越しに利用できるようにするサービスだ。PBX の機
能を持つ SIP サーバーをクラウド上に置き、これと
企業内の電話機をインターネットや VPN、専用線で
接続するシステムだ。
　各社によって仕様は異なるが、ユーザーは基本的
にクラウド PBX と接続回線のサービス契約、ゲート
ウェイ装置と端末の購入、内線番号や転送の設定な
どを行えば、短期間に内線電話システムが構築でき
るわけだ。なお、複数拠点で使えば、その拠点間の
通話も内線になる。スマートフォン等のモバイル端
末を内線端末にする FMC 機能を有するサービスもあ
る。
　クラウド UC も基本的な仕組みは同じだ。シスコ
システムズの Cisco Unified Communications Manager

（CUCM）や日本マイクロソフトの Microsoft Lync と
いった UC 機能を持つサーバーをクラウド上に設置
し、その機能をネットワークを介して提供する。
　なお、クラウド PBX/UC とも、サービスの提供形
態は、複数企業でサーバーを共有するパブリックク
ラウド型と、ユーザー企業ごとに専用サーバーを用
いるプライベートクラウド型がある。

■クラウド化するメリットとは
　企業に設備を置くオンプレミス型と比べたメリッ
トは、まずもって PBX 設備の購入、設置工事、さら
に保守科金が不要になることだ。
　具体的には、①オンプレミス型に比べて迅速に導
入できる、②初期投資を抑えて月額斜金の支払で
PBX 機能を利用できる、③端末の増設が容易（ハー
ドウェア PBX は最大容量を超えると主装置を上位
機種に入れ替えなければならない）、④課金は端末や
ユーザー数に応じて行われるため端末を追加あるい
は廃止しても最適な料金で使える、⑤管理はサービ
ス提供者側が行うためユーザー側は管理要員のコス
トも削減できる、といった点だ。なお、⑥主装置が
なくなれば設置スペースや電力、空調といった見え
ないコストも減る。これも意外に見逃せないメリッ
トだ。
　また、⑦機能のアップデーﾄがクラウド側で随時行
われることも重要な点だ。拠点ごとに PBX を運用し
ている場合は、機能を追加・更新する度に現地での作
業が発生し、その管理に負荷がかかっていたが、クラ
ウド PBX/UC の場合はクラウド上のサーバーに管理
が一元化される。追加された機能は、クラウド PBX/
UC を利用する全拠点で一斉に使えるようになる。
　このようにネットワーク接続環境と端末さえあれ
ば短期間で利用できるようになる導入 ･ 展開の速さ
と、運用管理の容易性がクラウド PBX/UC の特徴だ。
次に、NTT コムと KDDI それぞれの戦略について見
ていこう。

　NTTコミュニケーションズ
　PBXとUCの両建てで幅広いニーズを取り込む

　クラウド PBX/UC に最も積極的なのが NTT コム
と言えよう。対象となる企業規模と提供機能が異なっ

（図表2）オンプレミス型 PBXの課題とクラウド PBXの特徴



14

ている 2 つのパブリック型サービスで顧客を開拓し
ている。
　UCaaS の提供開始は 3 年前に遡る。これは、シス
コの CUCM の機能を提供するクラウド UC であり、
PBX 機能を含む豊富な UC 機能を備える大企業向け
のサービスだ。
　これに加えて今年 3 月には、最大ユーザー数が 500
以下の中堅中小向けクラウド PBX「Arcstar Smart 
PBX」を開始した。PBX 機能とスマートフォンの内
線化に特化したサービスだ。両サービスの機能比較
を図表 3 に示した。UC 導入ニーズを持つ大企業には
UCaaS を、中堅中小企業の PBX 更改や FMC 導入に
は Smart PBX を提案する形で使い分けている。
　なお、3 弾目のサービスもすでに計画されている。
15 年 3 月に Lync の機能をクラウド型で提供する新
サービスを開始する予定であることを 10 月に発表し
ている。
　これらのサービスから、顧客企業の現状や要望に
合わせたものを選択し、音声回線・ネットワークと
組み合わせて提供できるのが同社の強みだ。ユーザー
企業にとっては、回線・ネットワークも PBX も UC も、
さらに IaaS や SaaS 等の IT 系も含めて NTT コムの
サービスを利用すれば、ICT 運用管理を一元化でき
るメリットも生まれるわけだ。

■機能強化で販売不振から好転
　現在の販売状況について、ボイス＆ビデオコミュ
ニケーションサービス部 UCaaS&Conferencing PT 主

査の藤田悠基氏は、「UCaaS の導入検討が非常に増え
ており、昨年度比で 2.5 倍に伸びている」と話す。
　実は UCaaS は当初は販売不振が続き、なかなか実
績が上がらなかった。好調に転じた要因は機能の改
善にある。現在の UCaaS は、FMC 機能や Web 電話
帳、管理者やユーザーが内線・転送設定を自ら変更
できる管理ポータル等の機能を備えているが、当初
はそうした機能がなかった。オンプレミス型の PBX
や UC と比較すると、できないことが目立ち、豊富
なUC機能を備える分、料金も割高で、PBXのリプレー
ス提案も通らず苦しい状況だった。ハードウェアと
異なり、カスタマイズが困難な点も弱点だった。
　そこで、導入を検討する顧客企業のニーズを汲み
取りながら機能を強化。オンプレミス型との機能差
を埋めたことで、本来のクラウドの利点を存分に訴
求できるようになった。「特に導入後も機能が容易に
追加できるクラウドの利点が受けている」と藤田氏。
電話だけの PBX に比べて UC は機能の追加・拡張が
頻繁に発生するため、拡張性の高さがより評価され
る傾向にあるようだ。
　一方、Smart PBX のスタートダッシュは予想以上
に良好で、提供開始からまだ半年余りながら「引き
合いは順調。中堅中小をターゲットに据えていたが、
大手のお客様からも関心をいただいている」という。
こちらは、PBX 機能と FMC 機能を短期間で導入し、
複数拠点にもスピーディに展開できる点が評価され
ている。

（図表3）NTTコミュニケーションズの Smart PBXと UCaaSの比較
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■マルチキャリアFMCで差別化
　もう 1 つ、顧客企業からのニーズが強い FMC につ
いて、他キャリアとは異なるアプローチができる点
も NTT コムの強みになっている。
　携帯キャリアは当然、自社の携帯しか内線化で
きないが、NTT コムにはそのような縛りはない｡  
UCaaS は、携帯キャリア 3 社の FMC サービスと連
携が可能で、マルチキャリアの FMC が実現できる。
また、UCaaS、Smart PBX ともに、スマートフォン
に VoIP 通話アプリをインストールして、これを内線
端末として使える機能も備える。キャリアもデバイ
ス種別も問わない FMC が可能で、社員の私物端末で
も内線として使える。携帯キャリアの FMC サービス
は法人端末のみを対象としており、これは大きな差
別化ポイントになる。
　NTT コムは今後、販売パートナーにもこの 2 サー
ビスの取り扱いを広げる方針だ｡  SIer に UCaaS と
Smart PBX を商材として提供し、SIer が導入時の SI

（ゲートウェイ装置の設置や LAN 構築等）や保守運
用サービスと組み合わせて販売する。パートナーヘ
の営業・技術サポーﾄや共同プロモーションを行う支
援プログラムも実施する意向だ。

　KDDI
　回線モバイルもUCも「すべてサービス化」

　KDDI もクラウド PBX とクラウド UC を提供して
いるが、サービスの提供形態は NTT コムとは異なっ
ている。
　2012 年 6 月に提供を始めた「KDDI 仮想 PBX サー
ビス」（図表 4）は、ユーザー企業ごとに専用のクラ
ウド環境を用意するプライベートクラウド型のサー
ビスだ。
　UCに関しても同様で、Microsoft Lyncをプライベー
ト型のサービスで提供している。同社のクラウド基

盤サービスである「KDDI クラウドプラットフォーム
サービス（KCPS）」上で顧客企業向けに専用の Lync 
Server を運用し、ユーザーはネットワーク経由でそ
の機能を利用する（以下「Lync サービス｣。
　パブリッククラウドは複数のユーザー企業がサー
バーを共有することでコストを下げるものだが、プ
ライベート型にはそうしたメリットはない。料金の
安さを追求するならばパブリック型のほうが有利で
あることは間違いないが、パブリック型のサービス
を提供するには、先行投資が必要になる。一方、IaaS
や PaaS を提供するためのクラウド基盤である KCPS
をすでに持っており、その基盤を活用して提供でき
るプライベート型のクラウド PBX/UC ならば、事業
リスクは少ない。内田氏は、「ビジネス的な判断から、
現在はプライベート型」と話している。

■「総務から情シスヘ」が後押しに
　とはいえ、先に上げたクラウド PBX/UC のメリッ
トは、KDDI 仮想 PBX サービスと Lync サービス
とも共通する。パブリック型と比べれば料金は割高
ではあるが、運用管理を KDDI に任せられること、
PBX や Lync Server を購入・設置せず月額科金で利
用できることなどは、オンプレミス型に対する優位
点となる。
　敢えて言えば、目に見える料金の安さよりも、
PBX/UC の運用をアウトソーシング化し、管理負荷
を軽減することにフォーカスしたサービスと言って
もいいだろう。
　これが、PBX 設備の更改期を迎えた企業ユーザー
に受けているようだ。
　ソリューション推進本部パートナーソリューショ
ン部 3 グループリーダーの藤田英世氏は、「これまで
総務部門が管理していた音声系を情報システム部門
に移管されるお客様が多い。情シスは音声に詳しく
なく管理も煩雑になるため、移管を機に PBX の運用

（図表4）KDDI仮想 PBXサービスの概要
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をすべてアウトソースしたいというニーズが最近増
えている」と話す。
　これと音声回線・データネットワーク、携帯電話
／スマートフォン、さらに IT 系のクラウドと合わせ
て提供すれば、企業の ICT 基盤をまるごとサービス
として提供できる。「これによって、PBX メーカーに
はできない強みが出せる」と藤田氏は話す。

■FMCとUC提案で大企業を獲る
　販売状況については、仮想 PBX サービスが従業員
数 1000 名以上、Lync サービスはさらに大規模な企
業を中心に顧客を増やしているという。大企業をター
ゲットにしているのは、「運用管理の負荷軽減のメ
リットが出しやすいから」（内田氏）だ。
　加えて、ワークスタイル変革に積極的に取り組む
企業も多い。au 携帯／スマートフォンを内線化する

「KDDI ビジネスコールダイレクト（BCD）」との連
携による FMC や、UC を活用したワークスタイル変
革の提案が有効で、「実際にオンプレミス型 PBX を
ひっくり返せている」と同氏は話す。
　Google Apps や Office 365 をはじめ、スマートフォ
ン向けの業務・情報系サービスも充実しており、ク
ラウド PBX/UC とこれらのアプリ／サービスを合わ
せて提供できることも、PBX メーカーやその販売店

にはなかなか真似のできない点だ。
　PBX のリプレース提案において、特に大企業に対
しては、モバイルを活用した業務効率化やワークスタ
イル変革の提案はもはや欠かせない要素であり、回線・
端末、アプリ／サービスを卜ータルに提供できる総合
力で、PBX メーカーよりも優位に立とうとしている。
　こうした取り組みは KDDI 本体のみならず、KDDI
まとめてオフィス（KMO）でも進めている。
　KMO は KDDI 本体の営業がアカウントしていな
い中堅中小企業を主要な顧客としているが､ 地方で
は大手企業にも営業を行っている。実際にクラウド
PBX/UC の販売実績もあり、今後さらに活発な提案
を行っていく考えだ。

■対応迫られるPBXメーカーは
　以上、述べてきた 2 社だけでなく、中堅中小企業
を主要なターゲットとする NTT 東日本や西日本、さ
らにドコモやソフトバンクもいずれはクラウド PBX/
UC 販売に本格的に乗り出すのは必至だ。クラウド
PBX/UC に対するユーザー側の認知度がさらに高ま
れば、これまでハードウェアが中心だった PBX/UC
市場は、激しく揺り動かされることにならざるを得
ないだろう。

（出典：テレコミュニケーション December 2014）
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　我が国の国際競争力を維持し､ 経済成長を加速化させる
ためには､ ビジネスの現場においても､ データに基づいて
課題を解決する能力の高い人材､ いわゆるデータサイエン
スを身に着けた人材が不可欠となっています。
　このような状況を踏まえ、総務省統計局及び統計研修所
では、統計力向上サイト「データサイエンス ･ スクール」
の開設等、“ データサイエンス ” 力の高い人材育成のため
の取組を進めてきました。

　総務省では、これを更に推進するため、自らの学びを
サポートする Web 上で誰でも参加可能なオープンな講義

「データサイエンス ･ オンライン講座」を開設します。
　この講座の第 1 弾として、｢社会人のためのデータサイ
エンス入門｣ の受講者の募集を 12 月 19 日から開始しまし
た。講座の開講は、平成 27 年 3 月 17 日（火）の予定です。

　今回募集を開始する「社会人のためのデータサイエンス
入門」は、統計学の基礎やデータの見方等、データ分析の
基本的な知識を学ぶことができる内容となっています。
　この講座は、日本政府が初めて提供する ｢MOOC（ムー
ク）講座｣（別図参照）です。

受講の方法は､ 本講座紹介用ウェブサイト（http://
gacco.org/stat-japan）を御覧ください。

１．「社会人のためのデータサイエンス入門」の概要
①講座は MOOCプラットフォーム「gacco」（http://gacco.

org/stat-japan）を通じて提供
②1回10分程度×4～7回程度（1週間）×4週間のビデオ講

義
③各週の確認テストと最終テストの実施

２．講座内容
今、ビジネスの現場では、統計的な思考力によって様々

な課題を解決していく能力、すなわち “ データサイエンス ”
力の高い人材が求められています。このようなことを踏ま
え、本コースでは “ データサイエンス ” 力の向上を目指し、
事例なども踏まえ、データ分析の基本的な知識を学びます。

○第1週：統計データの活用
～コースへの導入、分析事例から分析に用いる統計的な
考え方、データの見方への導入を図る～
・大人のための統計学　～エビデンスに基づく意思決定へ
・データサイエンスとは　～データに基づいて課題を解決

する能力を身に着けよう

・平均値の見方　～分析事例（1）“ 平均値 ” にだまされな
い

・M 字カーブの改善効果　～分析事例（2）少子高齢化社
会を支える労働力人口の増加のために

・普及率の地域間比較　～分析事例（3）太陽光発電シス
テムの普及率

・付加価値額と非正規職員比率の関係　～分析事例（4）
付加価値額の産業間比較

・スポーツをデータで科学する　～分析事例（5）ワール
ドカップで勝つためには

○第2週：統計学の基礎
～データ分析に必要な統計学の基礎を学ぶ～
・代表値　～平均値・中央値・最頻値～たくさんのデータ

を数値ひとつであらわそう
・分散・標準偏差　～データの中の違いをあらわそう
・四分位・パーセンタイル・箱ひげ図　～データの分布を

表現しよう
・関係の見方・相関係数　～データの間の関係を表現しよ

う
・回帰分析　～データの間の関係を表現しよう
・標本分布　～統計数値の精度を考える
・信頼区間　～統計数値の精度を考える

○第3週：データの見方
～データの見方について基本的な方法を学ぶ～
・統計表の見方　～実際のデータを見てみよう
・比率の見方（1）　－クロスセクションデータ～比率の活

用
・比率の見方（2）　－使い方と注意点～比率を使った分析
・時系列データの見方（1）　－基礎編～時間とともに観測

されるデータ
・時系列データの見方（2）　－発展編～様々な調整
・時系列データの見方（3）　－分析編～予測をしてみよう

○第4週：公的データの入手とコースのまとめ
～誰もが入手可能なデータである公的統計データの入手
方法を学び、コースのまとめを行う～
・公的データの入手方法　～ e-Stat の紹介
・e-Stat の使い方（人口ピラミッド）　～データベース機能
・e-Stat の使い方（GIS 機能）　～地図上にデータをあらわ

してみよう
・コースのまとめ　－ “ データサイエンス ” 力の向上へ～

ビジネスシーンでの活用へ

新製品・新サービス

総務省が無料の「データサイエンス・オンライン講座」を開設
〜「社会人のためのデータサイエンス入門」講座（3月17日開講）の受講者を募集〜

総務省は､ 統計学などを駆使して、行政や企業などが集めた膨大な電子データ「ビッグデータ」を分析して経営や営業戦略
に生かし、将来の経済成長を担う“データサイエンス "力の高い「データサイエンティスト」を育成するための取組として、
自らの学びをサポートする Web上で誰でも参加可能なオープンな講義「データサイエンス ･オンライン講座｣を3月17
日に開設します。
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３．連絡先
統計局統計情報システム課統計情報企画室
直通 03-5273-1023　FAX 03-3204-9361

3 
 

 
 

 

3 
 

 
 

 



20

｢KDDI M2M クラウドサービス｣ は、セキュアな閉
域網と、通信機器からのデータ収集・蓄積、データ
のレポート表示といった、M2M をビジネスで活用す
る際に必要な機能をワンストップで利用できるクラ
ウドサービスです。

本サービスは、M2M の導入障壁となっている多額
の初期投資や煩雑なシステム構築が不要となり、閉
域網利用からデータのレポート表示機能までの一連
の機能を月額 2,000 円（注 2）より利用できます。デー
タ表示機能は、ニーズに合わせたテンプレート画面
を用意し、お客さまは M2M サービスを短期間・安
価で導入することができます。お客さまのデータは、
KDDI の閉域網を経由しクラウド上に蓄積されるた
め、安心・安全な環境で利用することができます。

これにより、お客さまは、通信機器 1 台からでも、
M2M を手軽に活用できます。

（注1）M2Mとは、マシン toマシンの略で、ネットワークに接
続された機械同士が相互に通信を行うシステム形態。

（注２）別途、センサー・通信機器、通信料金等が必要です。
　価格はすべて税抜です。

■「KDDI M2Mクラウドサービス」の特長
１．Ｍ２Ｍサービスが簡単に導入 !

センサー / 通信機器からのデータ収集、蓄積、表示、
アラーム通知など必要となる一連の機能を用意。新
規に通信機器を導入されるお客さまはもちろん、す
でに通信機器をお持ちのお客さまは既存機器を有効
活用し、KDDI M2M クラウドサービスに接続するだ
け （注 3） でご利用可能です。

（注3） お客さまの機器によりカスタマイズが必要となる場合
があります。

２．便利な機能をお得な価格で !
・センサー / 通信機器から集められたデータはグラ

フやメーター、標準搭載の地図により分かり易い
画面で確認できます。

・ブラウザさえあれば、PC だけでなく、タブレット
などでいつでもどこでも閲覧・操作可能です。（注
4）

・アラート通知はメールだけでなく、電話 （自動音
声） による通知や、SMS 送信による通信機器への

手軽にＭ２Ｍを活用できる「ＫＤＤＩ Ｍ２Ｍクラウドサービス」を開始
〜月額2,000円から !必要な機能をワンストップで提供〜

KDDIは、2014年12月1日より、法人のお客さまが M2M（注1）を手軽にビジネスで活用できるクラウドサー
ビス「KDDI M2Mクラウドサービス」の提供を開始しました。

■サービスイメージ
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遠隔操作が可能です。
・データは最大 3 年間 （注 5） 保管でき、必要に応じ

てダウンロードが可能です。
（注4） お客さまからのアクセスにはインターネット環境が必

要です。一部の機種では閲覧できない場合があります。
（注5） 2年目以降はオプションサービス （有料） となります。

３．安心のセキュリティ !
センサー / 通信機器からクラウドまで KDDI が専

用閉域網を含めてご提供することで安心のセキュリ
ティを実現しました。お客さまでの専用線のご用意
や面倒なセキュリティ対策は不要です。

 

４．ご利用イメージ
KDDI M2M クラウドサービスはさまざまな用途で

ご利用が可能です。

 

５．画面イメージ
用途に応じ専用テンプレートを随時用意していく

予定です。

 
６．主な機能

７．ご利用料金

※表記の金額は、全て税抜です。

８．お問い合わせ
　KDDI 営業担当者またはモジュールサポートセン
ターにご連絡ください。
　＜モジュールサポートセンター＞
　　0800-700-7016（無料）
　　受付時間：9:00 ～ 17:30
　　　　　　（土・日・祝日・年末年始を除く）

（1）温湿度管理テンプレート （2）ロケーション管理テンプレート

（3）汎用データ管理テンプレート

カテゴリ 機能 詳細

データ
管理

レ ポ ー ト
表示画面

位置情報の地図表示、数値のグラ
フ表示

CSV 出力 収集データを CSV 形式で出力
通知
機能

ア ラ ー ト
判定通知

しきい値によるアラートを、電話
（自動音声）・E メールで通知

遠隔
操作 SMS 送信

位置情報取得や任意メッセージの
SMS 送信による通信機器の遠隔操
作

契約事務手数料 10,000円

月額料金

サービス ID 利用料
（データ表示画面ログ
イン用 ID）

1,500 円 /ID

機器接続料 500 円 / 台

従量料金
アラート通話料 30 円 / 回
SMS 受信・送信料 1 円 / 回
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（一社）情報通信設備協会『賠償責任保険制度』のご案内

　情報通信設備協会では会員の皆様の強いご要望にお応えするため、東京海上日動火災保険㈱の協力を得て、平
成 13 年から「物損の伴わない賠償事故にも対応できる画期的な保険」として、協会オリジナルの賠償保険を提
供しておりますが、このたび、平成 27 年 4 月 20 日スタート（1 年契約）の新規募集を開始いたしますのでご案
内いたします。

　近年、日本国内でも賠償責任に関わる意識が高まってきております。
　経営の安定と、万一の賠償資力確保のために、是非ご加入のご検討をお願いいたします

■情報通信設備協会「賠償責任保険制度」の特徴
　安価な保険料で、プログラムの入力ミスや設計ミス等の人為的なミスによる営業損害も補償対象と
しています。

　「人」の勘違いによる事故を完全に防ぐことは出来ませんし、事故は何時、何処で発生するか全く予想ができ
ません。そして、一旦事故が発生した場合は、私ども中小企業の会社経営、ひいては経営者や従業員の生活を脅
かすことにもなりかねません。
　会員各位には、事故発生のリスクに備えるため積極的に加入をご検討いただきますよう、よろしくお願い申し
上げます。

すでに他の賠償責任保険にご加入中の会員に於かれましても、情報通信設備協会「賠償責任保険制度」
への切り替えをお勧めいたします

①保険期間─平成 27 年 4 月 20 日から平成 28 年 4 月 20 日までの 1 年契約となります。

②工 事 高─年間売上額から物品や材料等の販売部分を除いた、純粋な工事部分のみの金額が保険料
を決める数字となります

③保 険 料─一般の賠償責任保険は売上高を基準にしていますが、工事高のみ（物品や材料等を除い
た工事費）を基準としています。

別紙の「お見積り依頼書」により、見積もりのご依頼をお願い致します。
会員様のご要望をお聞きしながら、補償プランをご提示いたします。

事故例 
卸売会社の移転に伴う電話工事に際し、設定ミスにより録音システムが作動せず夜間の受注ができな
くなってしまい営業被害が発生 !
　　　　　　　　　　　　逸失利益分として保険金 60 万円を支払う

※情報通信設備協会「賠償責任保険制度」の詳細は、協会ホームページ「賠償責任保険」
　に掲載のパンフレットでもご覧いただけます。

【お問い合わせ先】
賠償責任保険制度 事務局　㈲信栄パートナーズ 山田 （一社）情報通信設備協会 関東地方本部 事務局
TEL 03-5701-7065　FAX 03-5701-5135 　　　　　　TEL 03-5640-4761  FAX 03-5640-6599
E-mail：h.yamada@shinei-pt.com　　　 　　　　　　E-mail：kanto@itca.or.jp
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　一般社団法人 情報通信設備協会　御中

< ご依頼時の確認事項 >
私は､ 契約者である企業または団体の構成員であることを
確認し､ 団体に対してこの保険契約への加入を依頼します。
また､ 私は､ 裏面に記載の ｢個人情報の取扱いに関するご
案内｣ の内容について確認の上､ 同意いたします。

一般社団法人 情報通信設備協会 賠償責任保険制度
お見積もり依頼書  

 
 
 
 
 
 

 

TEL 03-5640-4761

 

TEL 03-5701-7065 
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平成27年度第1回電気通信主任技術者試験のご案内

1．試験実施日
平成 27 年 7 月 12 日（日曜日）

2．試験実施地及び試験会場
（1）試験実施地　

札幌、仙台、さいたま、東京、横浜、新潟、金沢、
長野、名古屋、大阪、広島、松山、福岡、熊本、
那覇の各地区で行われます。

（2）試験会場　　受験票により通知

3．試験申請の受付期間及び受付時間
（1）受付期間　

ア　申請書による申請は、平成27年4月1日（水）
から 4 月 30 日（木）までです。

　ただし、実務経歴による試験科目の免除申請
を伴う試験申請は 4 月 1 日（水）から 4 月 20
日（月）までです。（以前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、4 月 30 日（木）が締切り
です。）

イ　インターネットによる申請は、平成 27 年 4
月 1 日（水）から 5 月 7 日（木）までです。

　なお、インターネット申請の試験手数料払込
期限は、平成 27 年 5 月 8 日（金）までです。

（2）受付時間　
ア　 （一財）日本データ通信協会各事務所の窓口

における受付時間は、平日の午前 9 時から午
後 5 時までです。

イ　インターネットによる受付時間は、上記（1）
イの終日です。

4．試験申請の手続き及び試験手数料の払込方法
（1）申請書による申請の場合

　電気通信主任技術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（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、（一財）日本データ通信協会
各事務所の窓口でも取り扱います。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方法は、ホームペー
ジ（http://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
法については以下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）

日本データ通信脇会の銀行口座に全国銀行協
会加盟の銀行の窓口又は ATM で払い込んで
ください。

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｡）で払い
込んでください。

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
局の窓口で払い込んでください。

④試験手数料については、（一財）日本データ通
信協会各事務所の窓口でもお取扱いします。

　なお、全科目免除及び実務経歴による試験科
目の免除を申請する場合は、インターネット
による申請の受付は行いません。ただし、以
前に経歴証明書を提出し、科目免除を認めら
れた場合で同―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

　一般社団法人 日本データ通信協会より、平成 27 年度第 1 回電気通信主任技術者」試験の実施の期日、場所、
その他試験の実施に関する事項が平成 27 年 2 月 2 日に公示されましたので、次のとおりご案内いたします。
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5．申請書類の頒布
　試験申請書その他必要書類は、下記の（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）で無料頒布します。

6．試験種別
（1）伝送交換主任技術者試験
（2）線路主任技術者試験

7．試験科目及び出題方式
（1）試験科目

ア　法規　  
イ　伝送交換設備及び設備管理（伝送交換主任

技術者試験の受験者に限ります｡）
ウ　線路設備及び設備管理（線路主任技術者試

験の受験者に限ります｡）
エ　専門的能力　　オ　電気通信システム

（2）出題方式　　択一方式（マークシーﾄ方式）

8．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
が免除される試験科目があります。
　詳細は、（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（http://www.shiken.
dekyo.or.jp/）をご覧ください。

9.試験手数料

10．試験結果の通知
　試験結果は、（一財）日本データ通信協会が試験結
果通知書により受験者全員に通知します。
　また、（一財）日本データ通信協会電気通信国家

試験センターのホームページ（http://www.shiken.
dekyo.or.jp/）でも合否の検索ができます。。

11．問い合わせ先
　申請の手続き及び受験に関する問い合わせは、試
験実施地（受験希望地）を受け持つ次の各事務所で
受付を行います。
（1）札幌、仙台、さいたま、東京、横浜

（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
電話 03-5907-6556

（2）新潟、金沢、長野
（一財）日本データ通信協会 信越支部
〒 380-0872　長野県長野市妻科 426 番地 1　長野
県建築士会館 5 階
電話 026-235-6025

（3）名古屋
（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
電話 052-939-1274

（4）大阪、広島
（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 4 階
電話 06-6946-1046

（5）松山
（一財）日本データ通信協会 四国支部
〒 790-0814　愛媛県松山市味酒 1 丁目 10-2　ゴー
ルドビル味酒 4 階
電話 089-946-4160

（6）福岡、熊本、那覇
（一財）日本データ通信協会 九州支部
〒 860-0012　熊本県熊本市中央区紺屋今町 2 番
23 号　第 2 コーヨービル 7 階
電話 096-311-1893

全科目（4 科目）
試験 ３科目試験 ２科目試験

18,700 円 18,000 円 17,300 円

１科目試験 全科目免除

16,600 円 9,500 円
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協会推奨書籍の斡旋について

　下記の書籍を斡旋価格で販売しますので、ご希望の方は「書籍申込書」に必要事項を記入し、関東地方本部
事務局へ FAX でお送り下さい。 
　「実践問題シリーズ」（2015 春版）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2014 年 11 月試験の問題、
②今後出題される可能性のある各種の過去問題」が、解説とともに漏れなく掲載されています。 
　是非、受験準備にお役立て下さい。　（出版社：㈱リックテレコム　〒 113-0034　文京区湯島 3-7-7　リックビル）
　お申込み先：（一社）情報通信設備協会 関東地方本部　事務局　　TEL 03-5640-4761　　FAX 03-5640-6599

シリーズ 書　　　　名 判 型 頁 ISBN 定　価 斡旋価格

実戦問題
シリーズ

2015春 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-89797-968-7 2,300 円 2,070 円
2015春 DD1種実戦問題 A4 判 272 頁 978-4-89797-969-4 2,850 円 2,565 円
2015春AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-89797-970-0 2,850 円 2,565 円
2014秋 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-89797-960-1 2,300 円 2,070 円
2014秋 DD1種実戦問題 A4 判 272 頁 978-4-89797-961-8 2,850 円 2,565 円
2014秋 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-89797-962-5 2,850 円 2,565 円

精選問題
シリーズ

AI 3種 精選問題　 B5 判 176 頁 978-4-89797-699-0 2,200 円 1,980 円
AI 1・2種  精選問題 改訂版 B5 判 256 頁 978-4-89797-839-0 2,600 円 2,340 円

標　　準
テキスト
シリーズ

AI・DD総合種 標準テキスト B5 判 472 頁 978-4-89797-967-0 3,400 円 3,060 円
DD 3種 標準テキスト 第4版 B5 判 296 頁 978-4-89797-912-0 2,400 円 2,160 円
DD 1種 標準テキスト 第3版 B5 判 360 頁 978-4-89797-947-2 2,800 円 2,520 円
AI 3種 標準テキスト 改訂版 B5 判 296 頁 978-4-89797-838-3 2,400 円 2,160 円

科 目 別
テキスト
シリーズ

わかる AI・DD全資格 〔基礎〕 改訂版 B5 判 176 頁 978-4-89797-945-8 2,200 円 1,980 円
わかる AI・DD全資格 〔法規〕 第3版 B5 判 224 頁 978-4-89797-946-5 2,200 円 1,980 円
わかる AI 1・2種 〔技術・理論〕 改訂版 B5 判 216 頁 978-4-89797-822-2 2,500 円 2,250 円
わかる DD 1・2種 〔技術・理論〕 第4版 B5 判 232 頁 978-4-89797-924-3 2,500 円 2,250 円
わかる AI・DD総合種 〔技術・理論〕 第3版 B5 判 368 頁 978-4-89797-913-7 2,800 円 2,520 円

注 1：斡旋価格には消費税は含まれておりませんので、斡旋価格のほかに消費税（小数点第一位を四捨五入）を
お支払いただきます。    

注 2：代金は前払いでお支払いただきます。    
注 3：品物の郵送をご希望の場合は、別途送料が掛かります。  
注 4：直接、事務局にお出でいただく場合は、在庫を確認いたしますので事前にご連絡ください。

●工事担任者・試験対策書籍
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会員企業３社が平成２６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（委員長 
小宮 一三　神奈川工科大学学長）では、平成 26 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 3 団体を選出し、平成 26 年 11 月に各団体に
表彰状が手渡されました。
　

「企業の部」受賞企業（官公庁除く）

※情報通信エンジニアの有効期限は1年間のため、団体の有効
資格者数は毎年変動しており、現在の資格者は1年以内に更
新研修を修了した方です。

■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 サポートサービス本部 
　エンジニアリング統括部　統括部長　石川 守雄

今年度も「情報通信エンジニア優良団体表彰」を賜り、
誠に有難う御座います。

今年で 4 年連続での 1 位と言う事で、大変名誉な事であ
り、社員一同誇りに思っております。弊社では通信工事に携
わる会社として、工事担任者資格の取得を積極的に進めてお
り、合わせて「情報通信エンジニア」の資格も取得するよう
指導し、資格取得費用と更新費用を会社負担としております。
　「情報通信エンジニア」の更新テキストは、毎年新鮮な

技術情報が得られ、研修レポート提出により知識が身に着
くと思っております。今後の IT 技術の高度化と、東京オ
リンピック開催などにより、今後一層新技術による通信工
事が増えてくると予想される事から、「情報通信エンジニ
ア」制度によるスキルアップ制度は、大変有意義な事だと
思っております。今回は有難う御座いました。

◎株式会社日立システムズ　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
6 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。
　当社は、幅広い規模・業種にわたる業務システムの構築
とデータセンターやコンタクトセンター、ネットワークな
どの多彩な IT インフラを生かしたシステム運用・監視・
保守が強みの IT サービス企業で、その「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の構築、運
用、IoT（Internet of Things）や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.201）

（左から）今野人材育成推進室室長、石川部長 （左から）広田技師、渡辺主任技師

｢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
般財団法人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、株式会社メイエレックの３社が受賞いたしました。

順位 法人名 有資格者数 支援内容

1 扶桑電通株式会社 47 ・申請料、更新料共
に全額会社負担

2 株式会社 TOSYS 36 ・申請料、更新料共
に全額会社負担

3 株式会社
日立システムズ 30 ・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 26 ・申請料、更新料共

に全額会社負担

5 株式会社
メイエレック 24 ・申請料、更新料共

に全額会社負担
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認定番号 会員名 所属地方本部 URL 電話番号
0001 大和電設工業㈱ 関西 http://web.d-d-k.co.jp/ 075-672-3311
0002 東日本通信機器㈱ 東北 http://www.hntk.co.jp/ 022-367-4133
0003 富士ネットシステムズ㈱ 関東 http://www.fnsys.co.jp/ 03-5641-1555
0004 東日本通信機器㈱東京営業所 関東 http://www.hntk.co.jp/ 03-5677-3855
0005 石田通信機㈱ 信越 http://ishida-j.com/ 026-241-3555
0006 協立情報通信㈱ 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3433-3141
0007 扶桑電通㈱東北支店 東北 http://www.fusodentsu.co.jp/ 022-225-7586
0008 ㈱大崎コンピュータエンヂニアリング 関東 http://www.oce.co.jp/ 03-3492-0931
0009 タカギエレクトロニクス㈱ 関西 http://www.takagi-ele.co.jp/ 06-6209-0039
0010 田中工業㈱ 関西 http://www.tanaka-kogyo.com/ 078-231-3341
0011 協立情報通信㈱神奈川支店 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 045-228-1611
0012 協立情報通信㈱新宿営業所 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3320-3141
0013 北陸通信工業㈱ 北陸 http://www.hokutsu.co.jp/ 076-238-1111
0014 ㈱ベルホン 東海 http://bellhone.co.jp/ 059-226-3344
0015 かがつうシステム㈱ 北陸 http://www.kagasys.co.jp/ 076-238-8383
0016 北信テレネックス㈱ 北陸 http://www.telnex.co.jp/ 076-252-3232
0018 増尾電設㈱ 関西 073-424-3311
0019 旭コムテク㈱ 関西 http://www.asahi-comtec.co.jp/ 06-6784-3100
0020 日興テクノス㈱ 関東 http://www.nikko-technos.com/ 045-761-2441
0021 ㈱ケーネット 関東 http://www.k-net-c.co.jp/ 03-5651-3001
0023 ㈱つうけんアクティブ 北海道 http://www.tcn-web.com/ 011-520-0015
0024 宮川電気通信工業㈱ 関東 http://www.miyakawadentsukou.co.jp/ 043-225-1311
0025 浅川通信㈱ 北海道 http://www.asakawa-t.co.jp/ 011-711-1161
0026 ㈱イオタオーエーシステム 四国 http://www.iotaoa.com 089-958-2360
0027 ㈱レイコム 関東 http://www.laycom.co.jp/ 03-3288-0130
0028 扶桑電通㈱ 関東 http://www.fusodentsu.co.jp/ 03-3544-7271
0030 ㈱ NDS ネットワーク 東海 http://www.nds-g.co.jp/nnk/ 052-321-7920
0031 ㈱宇式通信システム 東海 http://www.ushiki-ts.co.jp/ 054-261-1671
0032 ㈱コムネットシステム 関東 http://www.comnetsystem.co.jp/ 03-5725-8555
0033 和幸電通㈱ 中国 http://www.wako-grp.com/5.html 0852-24-6670
0035 ジェイズ・テレコムシステム㈱ 関東 http://www.telecomsys.co.jp/ 03-3708-1141
0036 日興通信㈱ 関東 http://www.nikkotelecom.co.jp/ 03-5451-1717
0037 東海通信工業㈱ 東海 http://www.ttk.jp/ 052-931-8811
0039 北陸電々㈱ 信越 http://www.denden.co.jp/ 025-284-2151
0040 三和通信機㈱ 関東 http://www.sanwa-com.co.jp/ 042-368-2222
0041 ㈱日本ビグラッドシステム 北陸 http://www.d1.dion.ne.jp/ ～ beglad/index3.htm 076-267-6000
0042 英工電機㈱ 関東 http://www.eikohdenki.co.jp/ 03-5821-1911
0043 ㈱日本オフィスオートメーション 関東 http://www.nihon-oa.com/ 03-5678-0225
0044 茨城電話工業㈱ 関東 http://www.bellcom.co.jp/ 029-224-2000
0045 ㈱群電 関東 http://www.gunden.com/ 027-224-1681
0046 光通信工業㈱ 九州 http://www.hikari-t.co.jp/ 098-878-5111
0047 ㈱翼通信工業所 関西 http://www.283-t.jp/ 079-224-8233
0048 南海電設㈱ 関西 http://www2.nankai-densetsu.co.jp/ 06-6643-0181
0049 ㈱井口通信 関西 http://www.iguchi-t.co.jp 073-455-3588
0050 三友電子㈱ 東海 http://www.sanyu-ec.co.jp/ 052-532-3151

LAN認定会員のご紹介

LANの設計・ 施工に関する技術・ 知識と実践力を認定する「LAN認定」に1月31日現在で90社の会員企業が認定され
ています
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認定番号 会員名 所属地方本部 URL 電話番号
0051 和光通信工業㈱ 関西 http://www.netwako.co.jp/ 06-6923-1121
0052 ㈱栄光システムズ 関東 http://www.eiko-sys.co.jp/ 03-3639-0211
0053 大和通信機㈱ 関東 http://www.daiwanet.co.jp/ 042-324-3211
0054 扶桑電通㈱関西支店 関西 http://www.fusodentsu.co.jp/ 06-6341-7611
0055 神田通信機㈱ 関東 http://www.kandt.co.jp/ 03-3252-7731
0056 加賀テクノサービス㈱ 関東 http://www.kgts.co.jp/ 03-5619-4111
0058 エフビットコミュニケーションズ㈱ 関西 http://www.fbit.co.jp/ 075-672-4111
0059 扶桑電通㈱北海道支店 北海道 http://www.fusodentsu.co.jp/ 011-281-6311
0060 日本テクトス㈱ 関西 http://www.ntect.net/ 078-578-2200
0061 藤井通信工業㈱ 関西 http://www.fujiitsushin.com/ 06-6202-3135
0062 電通システム㈱ 関東 http://www.den-sys.co.jp/ 027-361-3211
0063 ㈱共友通信 東海 052-413-0016
0064 東陽工業㈱ 関東 http://www.com-toyo.co.jp/ 03-5402-6561
0065 新日本通信工業㈱ 北海道 011-271-3883
0066 協和テクノロジィズ㈱ 関西 http://www.kyotec.co.jp/ 06-6363-8833
0067 扶桑電通㈱金沢営業所 北陸 http://www.fusodentsu.co.jp/ 076-231-1288
0068 浅沼通信㈱ 関東 03-3715-6101
0069 日本電話サービス㈱ 関東 http://www.nts-com.co.jp/ 03-3378-7781
0070 ㈱でんでん 中国 086-425-5111
0071 日本通信設備㈱ 関東 03-3862-6451
0072 日興電気通信㈱ 東海 http://www.ndtkk.jp/ 053-439-1125
0073 東邦通信工業㈱ 関東 http://www.toho-tk.com/ 03-5362-5111
0074 ㈱トーエイビジコム 関東 http://www.bijicom.jp/ 03-3438-2421
0075 東邦建㈱ 関東 http://www.tohoken.co.jp 0283-24-5556
0076 ㈲フォーネット通信 北海道 0155-20-2070
0077 ワツコ㈱ 関西 http://www.watuco.co.jp/ 06-6925-5681
0078 扶桑電通㈱岡山営業所 中国 http://www.fusodentsu.co.jp 086-224-3368
0079 ㈲相模電話工業 関東 045-321-9700
0080 大栄電子㈱ 関東 http://www.daieidenshi.co.jp 045-321-8461
0081 ㈱立芝 中国 http://www.tateshiba.co.jp 082-230-3711
0082 土佐通信システム㈱ 四国 088-883-0250
0083 NDS ㈱ 東海 http://www.nds-g.co.jp/ 052-263-2213
0084 オカツウエレクトロニクス㈱ 中国 http://www.okatsuelec.co.jp/ 086-245-4811
0085 サンコムテクノロジ㈱ 関東 http://www.s-tcn.com 03-5924-7051
0086 五十嵐通信機㈱ 関東 http://www.igatsu.co.jp 042-740-2211
0087 ㈱アイ・エヌ・ジー 関西 http://www.ing-osk.com/ 06-6451-5851
0088 三和通信工業㈱ 関西 http://www.santsu.co.jp/ 06-6266-3211
0089 北第百通信電気㈱ 北海道 http://www.kdts.co.jp 011-551-1712
0090 ㈱ジョーエイ 関東 http://www.jouei.co.jp/ 03-3466-1351
0091 三和通信工業㈱東京支店 関東 http://www.santsu.co.jp 03-5840-8101
0092 品田通信電設㈱ 信越 http://www.shinada.com/ 025-247-1201
0093 ㈲綱島通信 中国 086-463-2244
0094 九州沖通信機㈱ 九州 http://www.kyuoki.co.jp 092-584-5111
0095 ㈱ソルコム 中国 http://www.solcom.co.jp 086-463-2244
0096 ㈲ pcworld 九州 0997-55-0011
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2015年 IT業界主要イベントカレンダー

　2015 年に開催予定の、IT 業界の主要イベントである大規模展示会、カンファレンス、勉強会などの開催スケジュール
をご紹介いたします。日々、様々なイベントが各地で行われていますが、本号では、2015 年 3 月以降に開催される主な
IT 業界関連のイベントを掲載いたしました。
　ぜひ自社事業の参考に参加されてはいかがでしょうか。

月 日 名　　称 会　　場 内　　容

3月

5日～6日 Security Days 2015 JPタワーホール＆カンファレンス
（KITTE） セキュリティ対策専門展

5日～6日 Cloud Days 2015
など5イベント

グランフロント大阪・コングレコ
ンベンション クラウド、ビッグデータ、セキュリティ、スマートデバイス、

インターネットソリューションの合同展12日～13日 ザ・プリンスパークタワー東京

4月
16日～18日 バリアフリー2015　 インテックス大阪 高齢者・障がい者の生活を提案する総合福祉展　

23日～25日 富山県ものづくり総合見本市
2015

富山産業展示館・富山市体
育文化センター

工作・産業機械、電子・電機、ＩＴ、プラスチック、アルミ、
繊維、医薬品、化学などの技術や製品を展示

5月

13日～15日 Japan IT Week春 2015 東京ビッグサイト ビッグデータやIoTなどのIT関連イベント

14日～16日 e-messe kanazawa2015
（第30回情報システムフェア） 石川県産業展示館1号館 日本海側で最大のIT関連ビジネス展示会

14日～16日 第53回機械工業見本市金沢
（MEX金沢2015） 石川県産業展示館3・4号館 金属工作･加工機械及びその関連製品並びに電機・

電子関連機器等の展示会
26日～27日 de:code 2015 ザ・プリンス パークタワー東京 マイクロソフト開発者向けセッション
27日～28日 イーコマースEXPO 2015大阪 マイドームおおさか3F 関西のEC事業者向け展示会

27日～29日 ワイヤレスジャパン2015 東京ビッグサイト スマートデバイスやセンサーなどの製品・技術の展示
会

6月

10日～12日 Interop Tokyo 2015 幕張メッセ ネットワークコンピューター関連の総合カンファレンス

10日～11日
Embedded　Technology 
West 2015
組込み総合技術展　関西

グランフロント大阪 世界最大級の専門技術展＆カンファレンス組込み総
合技術展

4日～5日
Cloud Days 2015
など5イベント

札幌コンベンションセンター
クラウド、ビッグデータ、セキュリティ、スマートデバイス、
インターネットソリューションの合同展17日～18日 ウィンクあいち

24日～25日 福岡国際会議場
17日～18日 ビジネスショー九州2015 福岡国際センター 九州発のビジネス展示会

24日～26日 第23回3D&バーチャルリアリ
ティ展 東京ビッグサイト 最先端の3D技術展示会

7月

1日～3日 コンテンツ東京2015 東京ビッグサイト
クリエイター、制作会社、権利、ＩＴ、最新テクノロジー、
サービス、マーケティングなど、コンテンツビジネスを支
えるあらゆるコンテンツの国際総合展

1日～4日 第22回 東京国際ブックフェア 東京ビッグサイト 書店、取次店、図書館、学校などの出版業界の専門
展、電子出版などの技術展示も

8日～10日 第2回ワークスタイル変革
EXPO 東京ビッグサイト コスト削減・生産性向上・営業力強化が求められる

「ワークスタイル変革」専門展
8月 26日～28日 CEDEC 2015 パシフィコ横浜 ゲーム開発者の総合カンファレンス

9月

16日～18日 センサエキスポジャパン2015 東京ビッグサイト センサ・コントロールとその応用技術・機器、システム、
ネットワークに関する専門展示会

17日～20日 東京ゲームショウ2015 幕張メッセ 25万人が来場するゲームエンターテインメントの祭典
30日～
10月2日 IT PRO EXPO 2015 東京ビッグサイト 情報システム、ネットワーク、セキュリティの総合展

10月

6日～10日 CEATEC JAPAN 2015 幕張メッセ 日本最大のIT展示会、ベンチャー企業の出展も多い

7日～9日 中小企業テクノフェアin九州
2015 西日本総合展示場・新館 “ものづくりの街”北九州で24回目を迎える中小企業の

ための展示会

28日～30日 Japan IT Week秋 幕張メッセ
クラウド コンピューティング、情報セキュリティ、Web&
モバイル マーケティング、スマートフォン&モバイル、
データセンター構築運用、ビッグデータ&データマネジ
メント　各種関連製品のIT専門展

29日～
11月8日 東京モーターショー 2015 東京ビッグサイト クルマ関連の総合展示会、世界一のテクノロジーモー

ターショーを目指す

22日～25日 デジタルコンテンツエキスポ
2015 日本科学未来館 デジタルコンテンツ産業界の国際的イベント

11月
2日～5日 SIGGRAPH Asia  2015 神戸コンベンションセンター CG作品、技術のイベントが6年ぶり日本開催

18日～20日 産業交流展2015 東京ビッグサイト 首都圏に事業所を有する個性あふれる中小企業な
どの優れた技術や製品を一堂に展示会

12月 1日～2日 アドテック東京2015 東京国際フォーラム ウェブ広告の技術カンファレンス
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■賛助会員

◎　会社名　　東芝情報システム株式会社　
　　　　　　　（平成27年1月1日入会）　　
　　所在地　　神奈川県川崎市　　
　　代表者　　恩地　和明　　
　　TEL　　　044-246-8554
　　事業内容　ヘルスケアソリューション、
　　　　　　　LSIソリューション、
　　　　　　　SIソリューション等
　　URL　 　  http://www.tjsys.co.jp/

■通常会員

◎　会社名　　昭和通信サービス株式会社　
　　　　　　　（平成27年2月1日入会）　
　　所在地　　東京都中央区
　　代表者　　中川　信次
　　TEL　　　03-3551-8871
　　事業内容　情報通信機器及びソフトウェアの販売、
　　　　　　　施工、設計、保守
　　URL　 　  http://www.showa-ts.co.jp/

新会員（平成26年12月1日~平成27年2月10日）

新書ベストセラー（2015.1.25~1.31）

順位 書名 著者 出版社 税込価格
1 サラバ！　上 西加奈子 小学館 ¥1,728
2 Ｋ体掌説 九星鳴 文藝春秋 ¥1,566
3 陰陽師　螢火ノ巻 夢枕獏 文藝春秋 ¥1,566
4 億男 川村元気 マガジンハウス ¥1,512
5 狗賓童子の島 飯嶋和一 小学館 ¥2,484
6 満願 米澤穂信 新潮社 ¥1,728
7 土漠の花 月村了衛 幻冬舎 ¥1,728
8 女王はかえらない 降田天 宝島社 ¥1,598
9 賢者の愛 山田詠美 中央公論新社 ¥1,620
10 愛される資格 樋口毅宏 小学館 ¥1,512

■フィクション

〒104-8456  株式会社八重洲ブックセンター　　TEL 03- 3281-1811
東京都中央区八重洲2-5-1　（JR東京駅　八重洲南口）
http://www.yaesu-book.co.jp/

順位 書名 著者 出版社 本体価格
1 秘伝「書く」技術 夢枕獏 集英社インターナショナル ¥1,188
2 イスラーム国の衝撃 池内恵 文藝春秋 ¥842
3 世界史の極意 佐藤優 ＮＨＫ出版 ¥842
4 無頼のススメ 伊集院静 新潮社 ¥756
5 新・戦争論　僕らのインテリジェンスの磨き方 池上彰／佐藤優 文藝春秋 ¥896
6 捏造の科学者　STAP 細胞事件 須田桃子 文藝春秋 ¥1,728
7 男と女のワイン術 伊藤博之／柴田さなえ 日本経済新聞出版社 ¥940
8 日本の大和言葉を美しく話す　こころが通じる和の表現 高橋こうじ 東邦出版 ¥1,512

9 GoPro 100％活用ガイド　最新アクションカメラによる
「動画撮影のすべて」がわかる！ ナイスク 技術評論社 ¥1,598

10 読む年表日本の歴史　よく分かる！ 渡部昇一 ワック ¥994

■ノンフィクション
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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
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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
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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
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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 九州沖通信機㈱内 TEL 092-592-8881 kyushu@itca.or.jp
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去年のソチオリンピックで羽生結弦
君が金メダルを取った影響か、子供の
習い事としてフィギアスケートの人気が
上がってきたようです。私の地元にも通
年使用できるリンクが出来、20年ぶりに
滑ってきました。始めは危なっかしい足
取りで5、6回転びましたが、だんだん感
覚が戻ってきて楽しく滑る事が出来ま
した。スケートはバランス感覚が必要で
すが、目の前で滑っている人の上手、
下手につられてしまう現象に気づきま
した。スポーツ以外でもプロの先生の
やり方や作品などをお手本にする事が
上達の近道になると思います。今号の
新商品・新サービスでご紹介していま
す「gacco」は色 な々無料講座があり、
専門の講師が教えてくださいますの
で、ぜひ受講して自己成長に繋げてみ
てはどうでしょうか。
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