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FRONT VOICE

一般社団法人 情報通信設備協会
会長　大木　一夫

新年を迎えて

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

えられたこととお慶び申し上げます。
　
　昨年は、株式市場は比較的安定的な水準を維持しつ
つも、景気については、残念ながら勢いのある本格的
な成長を感じるまでには至らない一年であったかと思
います。また、地方創生や女性の活躍、一億総活躍社
会等、少子高齢化社会に対応した政策が大きく取り上
げられた年でもありました。

一方、ICT の世界においては、「IoT」、「ビッグデー
タ」、「インダストリー 4.0」等スマートフォン以降の
新たな潮流が大きな話題となった年でありました。ま
た、セキュリティやサイバーテロへの防衛も、マイナ
ンバー制度の導入や 2020 年の東京オリンピック・パ
ラリンピック等を背景に、大きな課題として取り上げ
られました。

また、ユーザニーズは、ネットワーク・端末・アプリ
等をそれぞれ個別に専門化するのではなく、これらを一
体に、また、ソリューション・セキュリティ・ユーザサ
ポート等まで含めて一体化・パッケージ化した窓口一本
の統合サービスを求めるものになりつつあります。

　これら業界を取り巻く大きな環境変化は、従来の業
界分野を超えた厳しい競争が生まれる一方、ビジネス
分野の拡大という大きなチャンスを生み出すものでも
あります。

このチャンスを我が物にするためには、新しい技術に
対応した人材の育成・確保、他社に負けないきらりと光
る強みの獲得・強化、ユーザニーズに対応するための良
きパートナー連携とコラボレーション等、新たなビジネ
スモデルへの転換を図っていく必要があります。

　ITCA は、これらハイスピードで変化する技術・サー
ビス・経営環境等へスピーディに対応するための施策
を充実強化していきます。

技術研修においては、新技術への対応を強化し、既
存の研修コースを大胆に見直すとともにクラウド、セ
キュリティ等研修も検討していきます。また、機関誌・
HP 等の充実を図り、大きく変化する市場環境を素早
くとらえた情報の提供、戦略的セミナーの開催等に努
めていきます。さらには、ビジネスチャンスの拡大に
向け、通信キャリアや他分野企業とのコラボレーショ
ン、会員間の連携強化等を図っていきます。

また、魅力ある ITCA として、新たな会員の拡大を
推進し、時代の風をとらえた施策やサービスを提供す
るためには、しっかりとした財務基盤を欠くことがで
きません。昨年は会員各社の努力により、一昨年に引
き続き会員増を図ることができました。本年は、さら
に本部・地方本部・委員会が、総力を挙げ知恵を結集し、
この財務基盤の確立に取り組んでいきたいと思います。

今や、ICT の活用があらゆる分野で必要とされる時
代となりました。国の重点政策である地方創生に向け
ては、ICT による行政・農業・医療・介護等分野の効
率化・サービス向上が期待されるとともに、地方を支
えるサービス産業の生産性向上・雇用創出等において
も ICT の活用が重要視されています。

このような事業環境は、永年にわたり、地域のお客
様を大切に、そして地域の発展に力を注いできた会員
各社にとって、厳しいながらも大きなチャンスの時で
ありチャレンジの時かと思います。

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

徳川家康公 四百年祭
一般社団法人 情報通信設備協会 東海地方本部

事務局長　大島 貞保

　東海地方では、平成27年（2015年）は徳川家康公
が薨去 （こうきょ）して400年という節目の年であり
ました。開催期間は平成27年12月31日で終了しま
したが、イベント模様をご紹介します。
　静岡市・浜松市・岡崎市および静岡県内周辺市町は、
徳川家康公ゆかりの「お寺・神社・史跡・伝説の地・関
係者の墓地」などが沢山あり、歴史的現場もご紹介しま
すので、家康公の史跡を探訪しながら、この時代の歴史
や文化、それに関係する寺社に残された歴史の現場の
雰囲気も味わって下さい。東海地方へお越しの際は、是
非お立ち寄りください。

・開催期間 ---平成27年1月1日～平成27年12月
31日

・開催会場 ---静岡市・ 浜松市・ 岡崎市および静岡県
内周辺市町

【家康ゆかりの地　---　静岡で開催】
徳川家康公が薨去して 400 年という節目の年であ

る平成 27 年に「家康公四百年祭」を開催しました。
家康公は、75 歳の生涯のうち三分の一を駿府（現

在の静岡市）で過ごし、「終の棲家」として駿府（静
岡市）を選びました。

平成 27 年 1 月 17 日には、家康公とゆかりの深い静
岡浅間神社を会場に「オープニングセレモニー」を開
催。静岡市が誇る伝統芸能の披露などにより、家康公
ゆかりの文化に触れ、「家康公が愛したまち」の魅力
を体感でき、家康公ゆかりの地を巡るウォーキングや
静岡浅間通り商店街での大道芸、よしもとお笑いライ
ブなども開催しました。

平成 27 年 4 月 5 日は、御幸通り～静岡市役所前に
て第 59 回静岡まつりが開催され、「博多祇園山笠」「徳
島阿波おどり」「よさこい鳴子踊り」など、静岡や家
康公ゆかりの祭りが集結しました。

家康公ゆかりの「大御所花見行列」と連動し、
四百年祭を盛大に祝いました。

■駿府城
家康公が今川館跡に築いた城です。
天正 14 年（1586）、五カ国の大名として浜松城か

ら駿府に移った家康公は、駿府今川館の跡地に駿府
城を築きました。天正 18 年、家康公は、秀吉の命に
より関東に移封。その後、家康公は慶長 12 年（1607）
に駿府に戻り、三ノ丸を拡張し、天守などを修築。
同時に、駿府の町割りや安倍川の治水事業に取り組
み、現在の市街地の原型を造りあげました。東御門・
巽櫓と坤櫓は、寛永 15 年に建てられた城門を再建し
たものです。東御門内には大御所時代の駿府城と城
下町を紹介する展示があり、巽櫓内には家康公が人
質時代に学んだ臨済寺「竹千代手習いの間」のレプ
リカを展示。本丸跡には、家康公お手植えみかん（県
指定天然記念物）、大御所時代の家康公像があります。

■静岡浅間神社
家康公が元服式を行った神社で古くから駿河国総

社として、広く信仰されてきました。家康公は今川
家の人質時代、浅間神社で （1581）、武田家との戦争
では戦勝を祈願した後、後日必ず再建すると誓って
火を放ち、背後の賤機山城を攻め滅ぼしました。天
正 14 年（1586）、家康公は駿府に移ると東海各国に
勧進を行い、慶長年間に社殿を造営しました。

【家康ゆかりの地　---　岡崎で開催】
1 年を通して開催した家康公四百年祭の中でもメ

静岡浅間神社（静岡市）

駿府城（静岡市）
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インイベントは、平成
27 年 10 月 30 日 ～ 11
月 3 日に岡崎公園で開
催された「家康公四百
年祭 岡崎城まつり」
でした。家康公の軌跡
を辿りながら、江戸の
食・暮らし・娯楽をテー
マにした一大江戸まつ
りを岡崎城下で繰り広
げました。

■岡崎城
享徳元年（1452）から康正元年（1455）にかけて

西郷稠頼より築城。
天文 11 年（1542）12 月 26 日に徳川家康公がこ

こ岡崎城内で誕生しました。家康公天下統一への拠
点であり、岡崎市の歴史文化の象徴である岡崎城は、
享徳元年（1452）から康正元年（1455）にかけて三
河守護代大草城主、西郷稠頼により築かれ、70 年ほ
ど後に家康公の祖父・松平清康が入城しました。家
康公の父・広忠が殺された後は、今川氏の勢力下に
おかれていましたが、桶狭間の合戦後、家康公が再
び入城しました。家康公は永禄 7 年（1564）三河一
向一揆をおさえ、城郭の整備を行ない、ほぼ全三河
を平定したことで、後の天下統一に向けて動き出し
ました。

【家康ゆかりの地　---　浜松で開催】
■「ゆるキャラⓇグランプリ2015 in 出世の街 浜松」
　プレイベント 『浜松大出世祭り』を開催

浜松市では、「ゆる
キ ャ ラⓇ グ ラ ン プ リ
2015  in 出世の街  浜
松」の成功祈願と「出
世の街　浜松」を PR
するため、プレイベン
トとして「浜松大出世
祭り」を開催しました。

浜松城では鈴木市
長も登場し「ゆるキャ
ラⓇグランプリ 2015 in  
出世の街 浜松」の成

功を祈願しました。
また両会場を通じ

「浜松出世神輿」や
「浜松出世音頭」の
お披露目、餅まきな
ど多彩な内容で祭り
を大いに盛り上げま
した。

■浜松城
別名「出世城」と呼ばれる、家康公が 29 歳からの

17 年間を過ごした城です。
浜松藩政約 260 年の間に再任を含めて 25 代の城主

が在城しました。在城中に老中に 5 人、大阪城代に
2 人、京都所司代に 2 人、神社奉行に 4 人（兼任を
含む）が登用されており、中でも水野忠邦は、天保
の改革でよく知られています。そのことから、浜松
城が出世城ともいわれるようになりました。

展望台は浜松市内が一望できるビュースポットで、
春は桜の名所でもあり、公園が整備され、作左の森・
せせらぎ池・芝生広場・日本庭園・石舞台・冒険広
場があります。園内には、児童プール・美術館・体
育館・文芸館・茶室「松韻亭」もあります。

浜松市は、スズキ、ヤマハ、ホンダ、カワイ、浜
松ホトニクス、ローランド、エフ・シー・シーなど、
世界を舞台に活躍する大企業が立地するとともに、
高度なオンリーワン・ナンバーワン技術を有する中
小・ベンチャー企業が集積する我が国有数の産業集
積都市です。

青色 LED という世界的発明の偉業を成し遂げ、
2014 年 10 月にノーベル物理学賞を受賞した日本人
博士 3 名のうちの 1 人、天野浩教授も浜松市出身です。
このように、「出世の街　浜松」は、出世の気運が満
ちた街なのです。

　今年、東海地方本部では、隔年で開催しております、
第12回情報通信機材展「情報通信フェア2016」を計画
しています。ノーベル物理学賞を受賞した日本人博士
の天野浩教授も浜松市出身であり、「情報通信月間参加
行事」の講演議題として「浜松ホトニクス」へ講演依頼を
検討している状況です。
　ぜひ平成28年5月17日実施（ウインクあいち）の「第
12回情報通信機材展」への見学をお待しています。 　

岡崎城（岡崎市）

浜松城（浜松市）

浜松大出世祭りポスター

出世大名家康くん
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■会社ご紹介
サンテレホン株式会社
東京都中央区八丁堀 4 丁目 5 番 4 号
03-6222-7800（代）

 
代表取締役社長

■サンテレホン「セレクトソリューション」ブース
　メーカーの製品をセレクトした「セレクトソ
リューション」ブース内では、「コミュニケーション」

「Touch&Try 体験」「エネルギー」「付加機能提案」「PB

（プライベートブランド）」「通信インフラ」「セキュ
リティ（入退管理）」「セキュリティ（映像比較）」の
8 つのコーナーにわけ、新製品や新技術の展示を行っ
ていました。「コミュニケーション」では、同会場内
で開催されていました「基調講演」模様が放映され
ており、「Touch&Try 体験」では、多数の来場者が触っ
て製品の良さを実感していました。　「PB（プライベー

REPORT

「NEXT STAGE ～新たなビジネスの創出～」をテーマに「サンテレホン ICT総合展示会」（主催：サンテレホン
㈱、後援：（一社）情報通信設備協会など3団体）が、10月28日（水）・29日（木）の2日間、東京ドームシティ「プ
リズムホール」で開催されました。今回の展示会では、出展企業107社が最先端の ICT環境を支える、「通信イ
ンフラ」・「ネットワーク」・「コミュニケーション」・「セキュリティ」・「エネルギー」のテーマゾーンにおいて、ユー
ザー視点に立った最新ソリューションを展示し、また、基調講演をはじめ、数多くのワークショップセミナーが
開催され、業界動向やテーマ別のビジネス事例が紹介されました。会場は終日、ディラーや業界関係者で賑わ
いました。

サンテレホンＩＣＴ総合展示会模様
 ～ ICT Business Selection 2015～

代表取締役社長
伊藤 邦弘　氏

オープニングセレモニー模様

「サンテレホンブース」
Touch&Try体験ゾーンでお客様が製品体験

「サンテレホンブース」
PBゾーンでアイデア BOXを活用
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トブランド）」では、［アイデア受付 BOX］を設置し、
展示会場をご覧になったお客様の意見を PB ブランド
に反映させるように工夫されていました。

■各メーカーブース
　入場の際に、「業種別導入事例集」の配布があり、
業種別の導入事例とともに製品の紹介がされている
為、冊子を参考に各ブースでビジネス展開できるよ
うになっていました。展示会を通して「今日、明日
からビジネスに直結する商材を」とユーザーにすぐ
提案できる、ビジネスに直結するアイデアが数多く
盛り込まれていました。各メーカーが特色ある製品
を展示して、来場者と活発に交流していました。

■基調講演・オフィシャルセミナー
　10 月 28 日は、「ICT 革命の本質と新リーダーシッ
プ論～時代の変化に対応できる企業へ～」と題して、
慶應義塾大学 政策・メディア研究所 特別招聘教授 
夏野　剛氏、10 月 29 日は、「日本経済の展望と今後
の企業経営～成長戦略からみる ICT の重要性～」と
題して、東京大学大学院経済学研究科 教授 伊藤 元
重氏の講演が行われました。オフィシャルセミナー
では、「オリンピック」「情報セキュリティ」「ビルコ
ミュニケーションシステム」「次世代電源システム」
のキーワードにて、業界の最前で活躍されている方々
の講演が行われていました。

■（一社）情報通信設備協会ブース
　協会のパンフレット「LAN 認定制度」「電気設備
保守契約のすすめ」等を配布し、協会紹介のパネル
展示を行いました。またデジタルサイネージを利用
して「協会の取組み」について放映を行いました。

会場風景

会場風景

協会ブース展示模様
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■会社ご紹介
石渡電気株式会社
東京都中央区日本橋 2-13-10
03-3271-5151（代）
代表取締役社長
石渡 秀一　氏

　展示会場入口では、デジタルサイネージの「電子
掲示板」で会場案内をしており、画面に触れると会
場内のブース紹介やセミナーの時間割等が表示され、
会場案内と同時にデジタルサイネージ製品の活用が
されていました。
　展示会場は「セキュリティ・他展示会場」「材料・
新商材展示会場」「セキュリティ対策相談コーナー」
に分かれており、各メーカーが特色ある製品を展示
して、お客様へ熱心に商品説明を行っていました。
　今回のテーマである「セキュリティ対策、万全で
すか？」に合わせた各メーカーの製品は、お客様の
相談を解決して、更なるビジネスチャンスを展開で
きる、一つ一つの展示にビジネスの種がまかれてい
ました。

 

■セキュリティ・他展示会場
　地域・社会の安全安心に関連するネットワークカ
メラ製品等や事務所内のセキュリティとして「会議
室ゾーン」「コールセンターゾーン」「仮想オフィス
ゾーン」「どこでもオフィス」の 4 ゾーンでは、特に
石渡電気がおすすめする厳選商材を中心とした、顔
認証、入退室システム等、セキュリティ対策に対応
した製品が展示されていました。
　また、今話題の「マイナンバー関連コーナー」「セ
キュリティスイッチ相談コーナー」「セキュリティ対
策コーナー」などメーカーに相談できるコーナーに
も人気が集まっていました。
 

■材料・新商材展示会場
　会場内の「オープンセミナーコーナー」では、6
つのテーマ「MPO ／ MTP コネクターによる光ファ
イバー配線の損失測定」「物理レイヤーにおけるセ
キュリティ対策」「監視カメラ録画システム “ アロバ
ビュー ” のすべて」「最先端のおもてなし BGM“FaRao 

2020年の東京五輪開催へ向けて IT関連の設備投資も活性化する事が期待されているなか、セキュリティ・
IoTなど様々なキーワードが溢れる中で有益となる製品・ソリューションを展示した「nextIDKソリューション
フェア2015」（主催：石渡電気㈱、後援：日本電気㈱、（一社）情報通信設備協会）が、11月18日（水）に東京
都中央区の東京コンベンションホールで開催されました。70社を超える出展企業が優れた製品・ソリューショ
ンを厳選展示し、会場は終日、ディーラーや業界関係者で賑わいました。

石渡電気「nextIDKソリューションフェア2015」
展示会模様

デジタルサイネージを活用した会場案内板

会場風景

セキュリティスイッ
チの相談コーナー
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PRO”」「LAN 規格の動き」「マイナンバーセキュリ
ティ対策まずはココカラはじめましょう！」の最新
情報にお客様が熱心に聞き入っていました。「光コー
ナー」では融着機による実演と体験を多数の方が興
味を持って参加していました。

 

■講演会
　「通信業界の転換と IoT ビジネス」と題して、㈱リッ

クテレコム「月刊テレコミュニケーション」編集長 
土谷宜弘氏、「ワークスタイル変革を実現する企業内
コミュニケーション」と題して、日本電気㈱スマー
トネットワーク事業部 シニアエキスパート 木村智氏、

「営業や良い人間関係づくりに役立つ！超一流の雑談
力セミナー」と題して、㈱パンネーションズ・コン
サルティング・グループ　代表取締役 早稲田大学理
工学術院非常勤講師 安田正氏の 3 講演が開催されま
した。

■（一社）情報通信設備協会ブース
　協会のパンフレット「LAN 認定制度」「電気設備
保守契約のすすめ」等を配布し、協会紹介のパネル
展示を行いました。またデジタルサイネージを利用
して「協会の取組み」について放映を行いました。

オープンセミナーで
最新情報をキャッチ

光コーナーで製品を
体験する来場者

協会ブース展示模様
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業界ニュース　10月 

富士通㈱は、全米 8 カ所で会員制オープンアクセス型 DIY 工房を展開する TechShop,Inc（本社：米・サンフランシスコ）
とともに、テックショップジャパン㈱を 10 月に設立した。テックショップジャパンは、大規模スペースに設置された本格的
な工作機器や最新 ICT の活用、会員同士の共創によるアイデアの洗練やビジネス化、さらに、地域コミュニティを巻き込ん
だオープンなエコシステムの形成を目指す。第一弾として、TechShop のアジア第一号店として東京都港区（アーク森ビル）
に「TechShop Tokyo」を 2015 年度中に開設予定。今後、Web サイトの開設案内や、サービス内容や店舗の概要、利用者の
募集に関して、情報を随時提供していく。

富士通が会員制オープンアクセス型ＤＩＹ工房「テックショップジャパン」を設立

ソニー㈱とフェリカネットワーク㈱は、ウェアラブル機器の登場、SNS を介して多様化するコミュニケーションなど、
Felica ／ NFC ソリューション・サービス環境の急速な拡大を踏まえて、より進化したビジネスとライフスタイルを創出し、
非接触 IC 事業の新たな未来を提案する。両社は、「“ かざす ” ライフスタイルの進化」と題したビジネス展示会において非接
触 IC 技術 Felica ／ NFC の最新技術や商品、サービスソリューションを披露した。デバイスの “ かざす進化 ” としては、新形状・
新素材によりデザインの自由度を追求し、加えてクラウドとの連携により、多様なユーザーの利用シーンにあわせた使い方、
直観的な操作感を実現するウェアラブル端末の提案を行った。

ソニーとフェリカネットワークスが一歩先の未来に到来する「より快適なライフスタイル」の共創に向け
て非接触ＩＣ技術 FeliCa（フェリカ）の最新技術・商品・サービスを披露

凸版印刷㈱は、観光客が現地でスマートフォンなどの端末をかざすと、史跡や産業遺産などその場所ならではの情景を鑑賞
できる GPS 連動型コンテンツ配信プラットフォーム「ストリートミュージアム」を開発し、10 月中旬より販売開始した。本
コンテンツは、現存の城跡や産業遺産などが華やいでいた往時の情景をユーザーの位置情報と視野に合わせてリアルタイムに
コンピューターグラフィックで再現する。シームレスに過去だけでなく未来都市など自由にタイムトリップできる仮想体験プ
ラットフォームサービスである。

凸版印刷が観光客に訪れた場所ならではの感動を提供する、ＧＰＳ連動型コンテンツ配信プラットフォー
ム「ストリートミュージアム」を提供開始

NTT コミュニケーションズ㈱は、時系列データの解析が可能な Deep Learning 技術を開発し、映像データから人間の動作
を高精度に検知することに成功した。ネットワークカメラなどで撮影した人間がいる映像に対して、「しゃがんでいる」「きょ
ろきょろしている」「ものを置いている」などの動作を検知させたところ、8 割強の高い精度で正答した。物体や顔の認識に比べ、
高い精度での解析が困難な時系列の映像認識に成功したことで、“ 人間の動き ” を分析することが重要と考えられる防犯分野
における活用をはじめ、工業での異常検知、店舗での購買行動分析、スポーツにおけるプレーの分析など、様々な領域への
応用可能性が広がった。

ＮＴＴコミュニケーションズが人間の「動作」を理解する新しい人工知能（ＡＩ）「時系列Ｄｅｅｐ Ｌｅａｒｎｉｎｇ」
を開発、８割強の精度で識別に成功～防犯など新たなビジネス領域への応用が可能～

シャープ㈱の「ともだち家電」は、ヤフー㈱のスマートフォンアプリ「MyThings」に 10 月 6 日から開設された「ともだ
ち家電チャンネル」に対応を開始した。「ともだち家電」は、インターネットにつながることで、まるで「ともだち」のように、
お客様の使い方や環境にフィットした音声アドバイスや運転をしてくれる家電である。搭載された「ココロエンジン」がク
ラウドにつながり連携することで、家電が「ともだち」のように頼れる存在に進化する。「MyThings」対応の IoT 製品でセ
ンシングした情報やインターネットサービスの情報を元に、お客様が指定した条件に基づいて設定した任意の言葉を、「とも
だち家電」から発話させることができる。またインターネットサービスとの連携では、SNS に自分が関心を持っているトピッ
クの書き込み情報が投稿されたら、「ともだち家電」がその書き込み内容を発話することができる。

シャープがヤフーのスマートフォンアプリ「ＭｙＴｈｉｎｇｓ」に「ともだち家電」を対応開始

NEC は、CPU やメモリなど主要なハードウェアをすべて二重化し、ハードウェア障害によるシステム停止のリスクを低減
した無停止型サーバ「Express 5800/ft サーバ」の新製品 2 機種を販売開始した。本製品は、最大 12 コアの最新 CPU の搭載
により、処理性能を従来機比 20％向上させた。さらに、メモリ最大搭載容量の増加やストレージとの通信性能の向上により、
サーバ 1 台当たりに運用可能な仮想サーバ数を従来機比 1.2 倍に拡大し、設置スペースや運用コストの削減を実現した。また、
40 度環境への対応を実現し、40 度環境に対応した他の機器と組み合わせることで、施設全体の省電力化に貢献する。

ＮＥＣが仮想化システム運用を支援する無停止型サーバ新製品を発売
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大日本印刷㈱は、証明写真機「Ki-Re-i（キレイ）」を使って、顔写真の撮影から、セキュリティ性を確保した通信環境に
よるマイナンバー制度の「個人番号カード」の申請まで行えるシステムを開発した。個人番号カードの申請は、郵送のほか、
パソコンやスマートフォンから行えますが、本サービスにより証明写真機「Ki-Re-i（キレイ）」からも申請できるようになり、
生活者の利便性が大幅に向上する。特長は、写真撮影から個人番号カードの申請まで音声でガイダンスするため、誰でも簡
単に操作できる。23 ケタの申請書 ID と顔写真を暗号化して、セキュリティ性の高い通信環境を使用して地方公共団体情報
システム機構のサーバーへ送信するため、安全性の高いサービスになっている。直接電子申請する以外にも、Ki-Re-i で撮影
した顔写真データをスマートフォンに保存する機能を使って、スマートフォンから申請することもできる。また、撮影して
プリントした写真を個人番号カード交付申請書に貼って郵送することもできる。

大日本印刷が証明写真機「Ｋｉ-Ｒｅ-i（キレイ）」でマイナンバー制度、個人番号カードが申請できるサー
ビスを開始～個人番号カード交付申請書を持参すれば、簡単に申請可能に～

一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会（JUIDA）は、日本で初めてとなるドローン（無人航空機）の操縦者および安全運
航管理者養成スクールの認定制度をスタートし、第 1 号認定スクールとして 7 法人を認定した。認定スクールで JUIDA が定
める科目を終了した操縦者には JUIDA 安全運航管理者としての資格証明証を交付する。第 1 号の認定スクールは、双葉電子
工業㈱、学校法人日本航空学園、デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー、NEC フィールディング㈱、五光物流㈱、サ
イトテック㈱、日本 DMC ㈱である。

ＪＵＩＤＡがドローン操縦者・安全運航管理者の養成スクール７法人を認定
～修了者にはＪＵＩＤＡ資格証明証を交付～

NTT ソフトウェア㈱は、NTT が開発したアノテーション表示技術を利用し、パソコンの画面上にアノテーションと呼ば
れる、ふせんのような注釈を表示させることで利用者の注意を促すパッケージ製品「BizFront Ⓡ／アノテーション」を販売開
始した。画面上にふせんを貼りつける感覚で注意事項をアナウンスできるため、複雑な登録手順などに対してマニュアルの
役割を果たし、利用者による誤登録を抑止し、業務の信頼性向上と効率化を実現する。システムで提供されるヘルプ機能と
比較すると、アノテーションの貼り付けと表示はシステム改修を必要とせず、後付けで実施できる。

ＮＴＴソフトウェアがパソコン画面上にふせんを表示させて注意喚起する「ＢｉｚＦｒｏｎｔⓇ／アノテーショ
ン」を販売開始　～システム改修なしで誤登録を減らし業務改善を～

IPA（独立行政法人情報処理推進機構）では海外の SNS からの友達リクエストに承認した結果、Google に登録してある友
人のメールアドレスに対して自分名義で招待メールが送信されている、という相談が急増している。特に Google Apps を利
用してメールを独自ドメインで運用している組織への影響が懸念されている。組織のメール機能を Google Appsd で利用して
いる場合、このサービス連携を不用意に許可すると、組織内で使用している連絡先情報等が読み取られ、自組織（独自ドメイン）
名義の招待メールが送信されてしまう。招待メールが取引先に届いた場合、さらに同じようにサービス連携を許可してしま
うことなのでメールの拡散や、場合によっては自組織の信用を損なう可能性も考えられるので、不用意にサービス連携を許
可しないように、注意喚起を行っている。

ＩＰＡが注意喚起 ～ SNSの友達リクエストを承認したら連絡先情報を読み取られ、自分名義の招待メー
ルが拡散！～

㈱日立製作所と㈱日立ケーイーシステムズは、インターネットなどを通じて映像コンテンツをタイムリーに配信するデジ
タルサイネージ（電子看板）ソリューション「Media Space」に、災害時の緊急情報を自動的にデジタルサイネージに配信・
表示する機能を追加し、交通機関や商業・公共施設など向けに提供開始した。具体的には、L アラートから災害情報や自治
体の避難情報といった緊急情報が配信されると、平常時は交通情報や広告などが表示されているデジタルサイネージに、そ
れらの緊急情報を自動的に配信・表示することができる。また、日立が提供する自治体ソリューション「ADWORLD 災害情
報一元配信システム」が有する L アラートの災害情報の種別や地域を自動的に判別・仕分けを行う機能を組み合わせることで、
デジタルサイネージの設置場所周辺のみを対象とした緊急情報を自動表示することが可能となり、周辺の人々へ的確な緊急
情報や避難情報などを伝達することができる。

日立製作所と日立ケーイーシステムズが災害時に的確な緊急情報を自動配信する・表示するデジタル
サイネージ（電子看板）ソリューション「Ｍｅｄｉａ Ｓｐａｃｅ」の新サービスを提供開始

沖エンジニアリング㈱は、落雷による電子機器への影響を評価する「雷サージ試験受託サービス」を拡充し、提供開始し
た。落雷により発生・伝搬する異常電圧によって電子機器には誤動作や故障が生じ、場合によっては大規模なシステム障害
につながる恐れがある。そのため電子機器の電源ラインや通信ラインなどに、雷（あるいは大電力機器のスイッチングなど）
により発生するサージが伝搬した場合の電子機器の耐性を評価する雷サージ試験が定められ、CE マーキング、医薬品医療機
器等法などにおける EMC 試験要求である IEC61000-4-5 は、2014 年に最新版である Ed.3 が発行された。市場に出回る製品は、
2017 ～ 2018 年頃には Ed.3 適用のものにほぼ移行すると予想される。

ＯＫＩエンジニアリングが落雷による電子機器への影響を評価する「雷サージ試験受託サービス」を拡充
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エレコム㈱は、未使用の LAN ポートに装着することで、空ポートを使ったネットワークへの不正侵入を防止するセキュリティ
プラグを発売した。“ESL-LAN2Kシリーズ”および“ESL-LAN2シリース”は、LANポートにセキュリティプラグを挿し込むだけで、
空きポートを使えなくするアイテムである。工事などの手間は不要で、セキュティプラグを空きポートに押し込むだけでセッティ
ングは完了する。セキュリティプラグは、LAN ポートから飛び出さないコンパクトサイズで、使用中のポートなど周囲のポート
に干渉することがない。壊れにくい丈夫なポリカーボネイトを使用しているため、長期間使える。

エレコムがネットワークへの不正侵入を未然に防ぐ～未使用のＬＡＮポートに挿し込むだけの手軽さ、
マイナンバー対策にお勧めのセキュリティプラグを発売～

NEC は、ウエアラブルグラス用の新しいユーザインタフェース（UI）として、作業者の腕を仮想キーボード化する「ARmKeypad
（アームキーパッド）」を開発した。アームキーパッドは、ウエアラブルグラスとウエアラブルウォッチを連携される新しい認識
技術により、作業者の前腕への仮想キーボード表示と高速・高精度なタッチ入力を実現し、業務のハンズフリー化を実現する。
これにより、設備保全・保守点検や検品、在庫管理といった業務の効率化を可能にする。

ＮＥＣが腕を仮想キーボード化するユーザインタフェースを開発
～ウエアラブルグラスによるハンズフリー化で作業を効率化～

コアスタッフ㈱とローム㈱は、コアスタッフが販売する見守り IoT システム開発キット「CS-AIOT-MIMAMORI-KIT」に、
電池レスかつ配線レスの無線通信規格「EnOcean」に対応したセンサを標準搭載する事で合意した。本キットは、温湿度センサ・
人感センサ・開閉センサ情報を、IoT 向けゲートウェイ「Armadillo-IoT」を介してモニタリングできるシステムである。無
線 LAN や有線 LAN、3G 回線を通じてインターネット接続を行い、クラウドサーバーを経由したモニタリングが可能である。
モニタリングは、デスクトップ PC、タブレット PC、スマートフォン等の端末のブラウザから専用のウェブサイトにアクセ
スし、リアルタイムに状況を 3D 表示で見ることが可能である。

コアスタッフが「見守りＩｏＴシステム開発キット」販売開始
～電池レス・配線レスの通信規格 “ＥｎＯｃｅａｎ”センサ対応～

総務省は、平成 26 年 3 月から「災害時等の情報伝達の共通基盤の在り方に関する研究会」を開催し、災害情報を多様なメディ
アに一斉同報する共通基盤である「L アラート」の一層の発展に向けて、全国普及に向けた課題や推進すべき対応策等について
検討を重ね、同年 8 月に「普及加速化パッケージ」を盛り込んだ報告書をとりまとめた。このたび「L アラート」の一層の普及
を図ることを目的として、その名称について商標登録をおこなった。なお、運営主体である一般財団法人マルチメディア振興
センター（FMMC）との共同登録となっていて、商標利用に関しては、FMMC のホームページに掲載されている。

総務省が「Ｌアラート」の商標登録を発表 ～一般財団法人マルチメディア振興センターとの共同登録～

エプソン販売㈱は、2016 年 1 月より開始されるマイナンバー制度導入に向け、個人番号の収集業務支援として、「個人番号
一括収集システム」に、エプソン独自のスキャナー OCR 技術と、エプソンの「給与計算システム」の連動による、個人番号
の自動入力機能を追加した。「個人番号一括収集システム」は、11 月 9 日よりダウンロードにて無償での提供を行う。「マイ
ナンバー通知カード」の原本と、「給与計算システム」からの従業員・家族マスターデータの情報が記載された「仕切紙（読
取りシート）」を重ねてスキャンし、エプソン独自のスキャナー OCR 技術によって実現する。OCR の読取りミスがあっても、
チェックデジット機能により、エラーメッセージが表示されるため、「マイナンバー通知カード」の画像を画面で確認しなが
ら修正することが可能である。

セイコーエプソン、エプソン販売が「マイナンバー通知カード」の原本をそのままスキャン
～エプソン独自のスキャナーＯＣＲ技術による「個人番号」自動入力機能を追加～

ソフトバンク㈱と㈱ウィルコム沖縄は、SofutoBank と Y!mobile の携帯電話向けに「迷惑電話ブロック」の提供を対応機種の発
売に合わせて開始する。「迷惑電話ブロック」は、トビラシステム㈱が独自に収集した、不審な電話番号のデータベース（1 日 1
回最新のデータにアップデート）をもとに、迷惑電話と思われる番号を自動で判別し、発着信時に警告表示・自動ブロックを行
うサービスである。また、ハローページの情報をもとにした約 600 万件のデータベースを活用し、発着信時に公共機関や企業の
名称を自動で表示する。

ソフトバンクが「迷惑電話ブロック」を提供開始
～迷惑電話を自動で判別し、発着信時に警告表示・自動ブロック～
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㈱ディアイティは、標的型攻撃やマルウェア感染した際の、情報漏えいリスクを事前に把握するための、自社開発ツール「流
出するかもしれない情報チェッカー」の無償ダウンロードを提供開始した。本ツールは、情報流出型のマルウエアが PC に
感染した際、どのような情報を流出させる可能性があるのかを可視化できるようにしたものである。具体的には、本ツール
を PC 上で実行することにより、PC のハードディスク、共有サーバのネットワークドライブ内の業務系のファイル情報が表
示されるとともに、特に注意すべき単語を含むファイル名の抜き出し表示も可能となる。また、バージョンアップの未適応
が脆弱性となる Java や Flash、Acrobat Reader 等のバージョン状況、Internet Explorer のブックマーク情報も表示される。

ディアイティが「流出するかもしれない情報チェッカー」の無償提供を開始
～情報漏えいリスクの軽減に役立つ～

IDCJapan ㈱は、2015 年第 2 四半期（4 ～ 6 月）の実績、および最新の景気動向などに基づき 2015 年～ 2019 年の国内製品
別 IT 市場予測を発表した。2015 年国内 IT 市場規模は、14 兆 7,837 億円、前年比成長率は、0.1％。国内ハードウェア市場規模は、
6 兆 5,955 億円、前年比成長率マイナス 3.4％。国内 IT サービス市場規模は、5 兆 3,694 億円、前年比成長率 2.7％。国内パッケー
ジソフトウェア市場規模は、2 兆 8,188 億円、前年比成長率 4.2％。2015 年の国内 IT 市場は、前年の成長を押し上げた PC 市場
が大幅なマイナス成長となるものの、スマートフォン市場が前年のマイナス成長からの反動でプラス成長となる上、円安によ
るサーバー市場などにおける平均単価の上昇が影響し、ほぼ横ばいを予測している。国内 IT 市場の 2014 年～ 2019 年年間平
均成長率は、1.3％。2019 年の国内 IT 市場規模は 15 兆 7,604 億円、国内 ICT 市場規模は 25 兆 7,264 億円と予測する。

ＩＤＣＪａｐａｎが国内製品別ＩＴ市場予測を発表

NEC と NEC プラットフォームズ㈱は、コンテンツ作成が容易で、テレビやモニタと接続するだけでデジタルサイネージ
の導入が可能な「らくらく TV サイネージ」を販売開始した。本製品は、ディスプレイへのコンテンツの出力機能に加え、
直ぐに利用できるデザインのテンプレートや、文字装飾が可能なスタンプにより手軽にコンテンツを作成できる専用ソフト
ウェアを標準添付したデジタルサイネージ端末である。ユーザは、本製品と PC を接続し、簡単な操作を行うだけで店舗や
施設における告知や案内を行うデジタルサイネージを容易に導入できる。また、デジタルサイネージ専用のディスプレイを
購入することなく、ユーザが所有するテレビ、液晶モニタ。ディスプレイなどの汎用製品と組み合わせることが可能で、専
門的な設置作業が不要である。

ＮＥＣとＮＥＣプラットフォームズが手軽にコンテンツを作成し、店舗や施設の告知・案内を実現するデ
ジタルサイネージ端末「らくらくＴＶサイネージ」を発売

大塚商会㈱は、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスから、業務用のメール・グループウェア・ファイル
サーバー等を安全・簡単に利用することが可能なサービス「どこでもワークプレイス」を提供開始した。本サービスは、スマー
トデバイスにインストールした専用のアプリケーションによる操作を通じてお客様の社内業務システムに接続する。独自の
参照形式を採用しているため、グループウェアやメール、ファイルサーバーの利用・閲覧をしてもデバイス上にはデータが
残らない。また、データのデバイス上への保存や他のアプリケーションへの転送もブロックする。あわせて通信経路を暗号
化するとともに、不正な改造デバイスを検知してアプリケーションの利用を停止する機能、個体識別認証による利用デバイ
スの特定などのセキュリティ対策を実現している。

大塚商会がスマートデバイスの業務活用を促進 ～データを残さず安心して社内システムに接続できる
サービス「どこでもサークプレイス」を提供開始 ～

凸版印刷㈱は、スマートフォンを用いて直感的な操作で仮想体験を実現する販促向けソリューション「VRscope（ヴィアー
ルスコープ）」を提供開始した。本サービスは、スマートフォンに配信した 360 度パノラマの動画や静止画コンテンツを、凸
版印刷が独自開発した専用のビューアにセットして鑑賞することで、立体感・臨場感にあふれる VR コンテンツを提供する
ものである。津波や高潮、豪雨などが発生した際に想定される水害を実際の映像に重ねてみることができる。居住地域が被
災した状況を仮想体験することで、水害の被害レベルが実感でき、避難所の確認、避難ルートの検討などを促進する。自治
体のイベント会場や学校はもちろん、自宅でも仮想体験が可能になるため、家庭での防災意識の向上が図れる。

凸版印刷がスマートフォンで仮想体験を実現する「ＶＲｓｃｏｐｅ」に対応した防災訓練支援サービス
「ＶＲｓｃｏｐｅ fｏｒハザード」を開発 ～自治体の水害ハザードマップと連動、居住地域の被災状況を疑似体験～

富士フィルム㈱は、スマートフォンに保存された写真の中から、見たい写真を簡単に検索できるスマホ向け写真検索アプ
リ「写真を mikke（ミッケ）」を新たに開発した。iOS 版を App Store にて無料で提供開始した。本アプリをスマホにインス
トールし起動すると、スマホ内に保存されている全画像データが富士フイルム独自の画像解析技術を活用したソフトウエア
により解析され、「人」「ペット」「夜景」といった被写体や撮影シーンに応じて 9 つのグループに自動的に分類される。人物
写真については、写真に写っているすべての人の顔が個別に認識され、人物ごとにも分類される。家族や親しい友人のグルー
プを作成すると、そのグループのメンバーが写っている写真だけを瞬時に検出することができる。

富士フィルムがスマートフォンに保存された写真の中から、見たい写真を簡単に検索できる写真検索アプ
リ「写真をｍｉｋｋｅ（ミッケ）」提供開始　～人の顔を個別に認識し、人物ごとに分類～
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経済産業省は、中小 ･ 中堅企業のさらなる成長を後押しするため､ 成長戦略の見える化の一環として､ 企業が飛
躍するカギとなった具体的な事例を約 200 社分とりまとめた Web サイト ｢ミエル☆ヒント｣、中小企業に対し
て専門性の高い支援を行うための体制を整備する「認定経営革新等支援機関」、地域の詳しい情報を知る「地域
経済分析システム（RESAS）」、自社に最適な施策を検索できる「施策マップ」、中小機構が運営するマッチング
サイト「J-GoodTech（ジェグテック）」を開設し、サポートを強化しています。

特集

経済産業省が「見える化」をキーワードに
中小・中堅への支援を強化

～中小 ･中堅企業の｢成功の秘訣｣を見える化します～

　「成長戦略の見える化」について

アベノミクスの効果を全国津々浦々に行き渡らせ、
これからの日本の成長を実現する上で､ 地域を支え
引っ張る中小 ･ 中堅企業が、成長戦略を自らのもの
として消化し､ 成長の道筋を描けるようにすること
が必要不可欠です。そのため､ 経済産業省では､ 意
欲ある中小 ･ 中堅企業が自らの成長に向けた取組の
具体化を図れるよう、「成長戦略の見える化」に取り
組んでいるところです。

■成長戦略「３つの見える化」
　“地域の中堅・中小企業が抱える３つの「悩み」”

①成長のために何をすればよいか、具体的な方法
がわからない。

②世の中のニーズを把握しきれず、系列内・地域
内から飛躍できない。

③支援体制の問題（地域内の連携が充分でない、
地域を越えた連携がとれていない）

 

１. ｢ミエル☆ヒント｣ －成功のカギ／ワナ－　
中小 ･ 中堅企業の成功 ･ 失敗に関する具体的な事

例を約 200 社分とりまとめた ｢ミエル☆ヒント―成
功のカギ ･ ワナ―｣ では、成功事例や失敗事例を整
理 ･ 分析し､ ｢飛躍のカギ｣ と ｢陥りやすいワナ｣ と
してまとめており、中小 ･ 中堅企業が､ 飛躍のきっ
かけをつかむためのヒントを簡単に探すことができ
ます。

             

■お問い合わせ先
地域経済産業グループ地域経済産業政策課

　TEL：03-3501-1697 （直通）

２．認定経営革新等支援機関
中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経

営革新等支援機関を認定する制度です。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専

門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の
個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支
援機関として認定することにより、中小企業に対し
て専門性の高い支援を行うための体制を整備するも

!
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のです。

■お問い合わせ先
　中小企業庁　経営支援部　経営支援課　
　TEL：03-3501-1763

３．支援施策を確認できる「支援マップ」
　公的な支援制度には、国や都道府県、市区町村が
それぞれ独自に展開しているものがあります。中小
企業・小規模事業者向けの支援施策を確認できる「施
策マップ」を使えば、自社に最適な施策をインター
ネットで簡単に検索可能。目的、分野、対象者など
検索条件を指定することで、必要な施策だけを表示
することもできます。「比較表示」機能もあるので、
気になった施策を見比べながら、じっくりと検討し
てみてください。

■お問い合わせ先
　ミラサポ運営事務局コールセンター

9：00 ～ 17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）
　ナビダイヤル　0570-057-222
　TEL：045-330-1818

４．地域経済分析システム［RESAS］
　地域の詳しい情報を知るには、地域経済分析シス
テム［RESAS］（リーサス）が役立ちます。内容は、「観
光マップ」「人口マップ」「自治体比較マップ」など
で構成。各地域の特性や人口動態、観光客の動き方
などをグラフや図などで分かりやすく掲載していま
す。これまでは経験や勘に頼りがちだった立地戦略

や地域戦略も、RESAS を使えば、より実態に即した
ものにできるはずです。

■お問い合わせ先
　地域経済分析システム［RESAS（リーサス）］
　内閣官房　まち・ひと・しごと創生本部事務局
　TEL：03-3581-4541

５．中小機構が運営するマッチングサイト
　「J-GoodTech」
　ニッチトップやオンリーワンの技術や製品を持ち
ながらも、営業や宣伝にコストをかけられず、PR
に苦労している中小企業は少なくありません。一方
で、大企業は、中小などの優れた技術を求めています。
そこで役立つのが、中小機構が運営するマッチング
サイト「J-GoodTech（ジェグテック）」です。

中小企業の情報をサイトに掲載し、各社の技術に
興味を持つ国内大手メーカーや海外企業につないで
います。

■お問い合わせ先
　独立行政法人　中小企業基盤整備機構
　販路支援部　Web マッチング担当
　TEL : 03-5470-1824

（出典：経済産業省 HP ／まち・ひと・しごと創生本部 HP ／
中小企業庁・ミラサポ HP ／独立行政法人中小企業基盤整備
機構 HP）

!

!

!

!!
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　いままで見えなかったものが、データを通して見
えるようになる──。
　IoT（Internet of Things）がもたらすこの変化が、
あらゆる産業分野でビジネスのやり方を劇的に変え
ようとしている。これについて、｢いままでのビジネ
スモデル､ 業界内の当たり前にあったルールが､ わ
りと簡単に壊れていくということがすでに起きてき
ている｣ と語るのは､ 三菱総合研究所の企業 ･ 経営
部門統括室事業推進グループで主任研究員を務める
大川真史氏だ。
　その例として有名なのが､ Industrial Internet を提
唱する米 GE が航空機エンジンに適用したサービスだ。
　GE は航空機メーカーに提供する自社エンジンに飛
行中の稼働状況をリアルタイムに監視 ･ 解析できる
機能を付加した。これにより、トラブル発生箇所等
を把握し、航空会社に対して予防保全型のメンテナ
ンスサービスを提供できるようになった。また､ 整
備 ･ 修理に要する部品の手配等も迅速化することで､
航空機の運行遅れの減少にもつながった｡ 従来の顧
客である機体メーカー以外に、航空会社や空港に対
して新たな価値を提供できるようになったのである。
　また､ 運用中の様々な情報を掛けあわせて解析す
ることで､ 燃料の効率化につながるフライトパター
ンを分析し､ 運行プランを最適化するサービスも提
供可能になり、ビジネス領域はさらに拡大する。
　一例だが、このように IoT はビジネスの仕組みや
業界構造を変えるほどのインパクトを持つことが分
かる。この可能性に着目した多くの企業が様々な形
で IoT の活用に乗り出し、またその需要に応える
IoT システムを提供するベンダー各社の取り組みも活
発化してきている。ここでは､ 急速にうねりが始まっ
た IoT ビジネスの最新の現状とこれからのビジネス
の展望をレポーﾄする。

日本が目指すべき IoT の使い方
業務効率化ではなく「売れるモノを作る」

　大川氏によれば､ IoT が生み出す価値は大きく 2 つ
あるという。
　1 つは､ 従来業務の効率化だ｡ 製造業において､
工場の生産ラインの稼働状況を作業員の動きも含め
てリアルタイムに可視化することで､ 従来は発見で
きなかった課題を抽出し改善したり、機器の稼働率
を高めることで生産効率を向上させるといったアプ
ローチがこれに当たる。
　もう 1 つが､ 新たな顧客価値の創造である。
　商品やサービスを提供する企業は IoT によって

「ユーザーの本当の使い様がわかるようになる」（大
川氏）。従来は ｢ユーザーはこう使うはず｣ という前
提で商品やサービスを提供してきたが､ それが通用
しなくなるのだ｡ 顧客に対して価値を提供するには、
その使い様を起点としてイノベーションを起こす必
要がある｡ 大川氏は、この顧客価値提供こそ IoT が
もたらす本質的な変化だと指摘する。
　この ｢ユーザー起点による価値創造｣ を目的とし
た IoT 活用の取り組みが､ 国内でも続々と登場して
きている｡ いくつかの具体的な事例を見ながら､ そ
の狙いと効果を整理しよう。

■仮想の保守員がいつも傍に
　1 つは、業務用ラベルプリンタのサトーが提供する
“ 世界初 " の IoT による保守サービス ｢サトーオンラ
インサービス（SOS）｣ だ｡ ユーザーの間近に仮想の
保守サポーﾄ員を常置させるというコンセプトのサー
ビスである。
　具体的には､ IoT によってプリンタの稼働状況を常
時監視し、問題発生前に消耗品の交換を行うことで
ダウンタイムを削減、さらにトラブルの原因を遠隔
から把握してサポートセンターのオペレーターが電
話対応で解決する。

業界特集

IoTの活用がさまざまな産業分野に広がろうとしている。従来の ITシステムとは要件の異なる「IoTシステム構
築需要」に応えるため、ベンダー／ SIerは新たな取組みを進めている。

文◎坪田　弘樹（テレコミュニケーション）

IoTシステムベンダーの取組み～「ユーザー起点」へ転換～
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　同社プリンタ推進部 ･ 部長の才所真樹氏によれば、
SOS 開発の発端は、ユーザーからこれまでに寄せら
れた問い合わせ内容の分析結果だったという。その
4 割がユーザー自身で解決できるものであると判明
したが、トラブルに見舞われている最中の顧客に対
して､ 電話の説明だけで対応してもらうのは難しい｡
そこで、プリンタの状態をリモートで詳細に把握し､
搭載されたモニターに適切な修理方法を示す動画を
表示して（下写真）、ユーザーに電話の声だけでは成
し得ない適切な説明を行えるようにした。
　才所氏は ｢従来は､ 電話をもらってから駆けつけ
るまでのスピードを競合メーカーと競っていた｡ 保
守人員を抱えるコストも相当なものだったが､ IoT 活
用によってエラーの迅速な把握とビデオ送信による
解決が可能になった。空いた人員とコストは、より
手厚い保守に割り当てられる｣ と話す。サトーは今
後､ 新型プリンタにこの SOS を標準搭載していく計
画。まず国内向けモデルでノウハウを蓄積し、海外
にも展開するという。
　2 つ目は､ NTT コミュニケーションズ､ NTT ド
コモ､ 東レが共同開発した “ 着る " ウェアラブル端末
｢hitoe｣ の活用法だ｡ 着るだけで心拍数 ･ 心電波形な
どの生体情報を取得できる機能素材（右上写真）を
使い、屋外で作業する作業員の安全管理を行うシス
テムの実証実験を､ JAL や大林組が実施している。
　夏場の熱中症対策を始め、現場作業員の熱ストレ
ス、リラックス度､ 消費エネルギー等をリモーﾄから
監視し、異常を検知した場合には管理者にアラート
を通知する。また、集めたデータを分析し、健康 ･
安全管理対策に活かすこともできる。
　現在､ 建設現場などでは人材不足が深刻さを増し
ており、作業員の安全管理と就労環境の改善が課題
となっている。 hitoe はその課題に対し、働きやすさ
や安全､ 労働意欲の向上といった価値を提供するこ
とを目的としている。

　今後は位置情報取得機能の付加等も検討しており、
福祉介護施設や高齢者見守り等、同様の課題を持つ
多様な業種向けに今年度中の事業化を計画している
という。

■栽培ノウハウを流通・継承
　3 つ目は、ソフトバンクグループの PS ソリューショ
ンズが日立製作所と共同開発した農業 IoT ソリュー
ション｢e-kakashi（e- 案山子）｣だ｡ 田畑などにセンサー
ネットワークを設置し、環境情報や生育情報を収集、
営農支援に活用するものだ｡ 温湿度や日射量、土壌
内の水分量などを計側できる各種センサーを搭載し
たデバイスからデータを収集し、クラウド上でデー
タを管理 ･ 分析､ 農作業の品質管理や効率化に役立
てる。
　これまで農業の IT 化は、主に作物の流通 ･ 販
売を効率化する目的で行われてきた｡ それに対し、
e-kakashi の目的は ｢勘と経験に頼る栽培から脱却し、
データに基づく科学的農業を支援する｣ ことにある
と､ PS ソリューションズ ･ 農業 IoT 事業推進部部長
の山口典男氏は話す｡ 農業が直面する課題として就
農者の高齢化 ･ 減少があるが、e-kakashi は新規就農
者の早期定着や技術の継承 ･ 育成にも役立てられる
という。
　e-kakashi のユニークな点は､ IoT によって継続的
に収集するデータと、その土地の気候や条件変動に
応じて適切に作物を栽培するための生産者の知識 ･
経験を集約する ｢ek レシピ｣ という機能を備えてい
る点だ。
　これを他の生産者や農業試験場の研究者等と共有す
ることで､ 突発的な変化 ･ 異常に対処するための施策
を迅速に打ったり、あるいは ek レシピ自体を流通さ
せて､ 栽培技術を共有したり、新規就農者の育成に役
立てることができる。京都･与謝野町や、JA栗っこ（宮
城県栗原市）など､ 複数の実証実験で成果が上がって

｢SOS｣に対応するラベルプリンタ新製品｢CL4NX-J｣｡ 小さな液
晶モニタを備えており、問い合わせの電話を受けたサポートセン
ターのオペレーターが、状況に合わせて適切な動画をリモートで表
示させることができる。

NTT､ 東レが共同開発した “着る ”ウエアラブル端末｢hitoe｣。着
衣の裏側に生体情報を取得できる機能素材が着いており、表側の通
信端末でそのデータをクラウドに送信する。収集・加工されたデー
タは、作業員の健康・安全管理対策などに利用される。
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おり、10 月 14 日に商用サービスとして販売を開始し
ている。
　こうした事例に共通しているのは、これまでの IT
が成し得なかった ｢人間系｣ のデジタル化に挑むこ
とで､ 新たな価値を生み出し､ 売れるモノを作ろう
としている点だ｡  IoT 活用のポイントはまさにここ
にある｡ 富士通 ･ ネットワークサービス事業本部 IoT
ビジネス推進室シニアディレクターの大澤達蔵氏は
｢効率化や生産性向上だけで留まっていると、IoT の
投資対効果は限定される。 IoT は売れるモノを作る
ための手段として使うというのが富士通の考え方｣
と話す。
　効率化に IoT を使うのならば､ 改善余地の大きな
領域を見極めること、そして､ 新たな価値創造とビ
ジネスモデル変革の視点で活用を検討することこそ
が IoT 成功への秘訣となりそうだ。

IoT システムと変容する SI
IoT 時代へ対応急ぐ SIer「現場主導」実現が鍵に

　次に、IoT を活用しようとする企業の活動を支える
主要ベンダー /SIer の取り組みについて見ていこう。
　IoT による業務プロセスとビジネスモデルの変化
は、企業活動を支える ICT システムと SI ビジネスの
在り方も変える。日立製作所の情報 ･ 通信システム社、
スマーﾄ情報システム統括本部 ･ 戦略企画本部本部長
の赤津雅晴氏は｢IT 業界のパラダイムシフトが起こっ
ている。従来の IT の仕事のやり方は成り立たなくな
る｣ と話す。
　これまでの IT システムは､ ユーザー企業の業務部門
がやりたいことを IT で実現するのが目的だった。いわ
ば “ 正解 ” が与えられた状態でシステム構築に取り組め
ばよかった。
　だが､ IoT 時代はその前提が崩れる｡ 顧客がやりた
いこと、解決すべき課題を見つけ出すところから始
めなければならなくなる。「“ ご注文聞き” の IT では

成り立たない｡ 誰も正解がわからない状態で課題発
掘から取り組んでいかなければならない時代になる｣

（赤津氏）のだ。
　IoT システムの構築と事業化のプロセスは、従来の
一般的な ICT システム構築とは大きく異なる。 SI ビ
ジネスも ｢ユーザー起点｣ ｢現場主導｣ への変容を迫
られているのだ｡ そのためにベンダー各社が取り組
んでいるのが､ 課題発掘や価値創造を担うフロント
の能力を高めることである。
　この点について、｢我々には IT と OT（Operation 
Technology 運用制御技術）を担ってきた強みがある」
と日立の赤津氏は語る。OT とは現場のノウハウのこ
とだ｡ 従来から IT と OT の融合に取り組んできた実
績をベースに ｢普通の IT 屋にはできない提案を進め
ていく｣ という。
　その象徴的な取り組みが ｢EX アプローチ｣ だ。コ
ンサルタントやデザイナー､ SE といった専門知識を
持つ日立のスタッフが、ビジネスの最前線である現
場で作業を観察し、徹底した調査 ･ 分析を行う。 10
年以上前から実施しているこの課題発据の手法が IoT
時代の強みになると同氏は話す。
　その上で同社は､ 顧客企業と接するフロント機能
のさらなる強化に向けて IT と OT を担う人材の融合
に取り組んでいる｡ IT と現場業務の両方に精通した
スーパーな人材などそうそういるものではない｡ そ
れぞれの知識 ･ ノウハウ､ 技術を持つ営業と SE をペ
アリングして、顧客企業に対してワンストップで対
応できるフロント機能を実現することに「日立全社
で取り組んでいく」という。

■ IT × OT へエコシステム構築
　IT と OT の融合には､ 顧客企業や、特定業種に
強いパートナーとの連携も不可欠となる。そのため、

富士通
ネットワークサービス事業本部
IoTビジネス推進室
シニアディレクター
大澤達蔵　氏

日立製作所
情報・通信システム社
スマート情報
システム統括本部
戦略企画本部
本部長　博士（工学）
赤津雅晴　氏

PSソリューションズが日立製作所と共同開発した農業 loTソ
リューション｢e-kakashi（e-案山子）｣｡ ポール等に簡単に取り付
けることができ､ 装着するセンサーも複数種から選べる｡ 取得し
たデータは PCやタブレットから閲覧可能で､ 圃場の環境情報や作
物の生育状況等を関係者間で共有、栽培指導等に役立てる。



17

ベンダー各社は IoT ビジネスの推進において “ 共創 ”
をキーワードに掲げ､ エコシステム構築を積極的に
進めている。
　NEC は 2012 年から、製造業向けに生産革新活動
のノウハウを提供する ｢NEC ものづくり共創プログ
ラム｣ を進めており、580 社を超える会員企業と IoT
活用に向けた研究や実証実験等を推進している。8 月
には、｢Industrial IoT 分科会｣ を発足｡ 効果的な IoT
活用方法や課題の研究、関係省庁や団体との情報交
換を行う。コーポレートマーケティング部 ･ 本部長
代理の山田一宏氏は、｢製造業に限らず､ 他の分野で
も同様の取り組みを行っていく必要がある｣ と話す。
業界ごとの監督官庁や団体が取り組む IoT 推進の取
り組みにも積極的に参画していくという。
　シスコシステムズ ･ 専務執行役員の鈴木和洋氏（シ
スココンサルティングサービス、戦略事業開発担当
兼 IoE イノベーションセンター担当）も、IoE（Internet 
of Everything）事業戦賂の第 1 の柱にエコシステム
の構築を掲げる。 IoT を活用した新たなビジネスモ
デルと、それを実装するプラットフォームの構築は、
｢シスコ 1 社ではできない｡ 戦略的なアライアンスと、
場合によっては投資 ･ 出資も継続して行っていく」。
　さらに鈴本氏は､ IoT システムを構成する製品 ･ ソ
リューションの販売形態と販売チャネルも変化させ
る必要があると話す。製造業や公共インフラといっ
た分野に強みを持つパートナーを開拓し、そのパー
トナーが持つ製品にシスコのIoT向け製品･ソリュー
ションを予め組み込んで提供する「OEM 的な販売形
態も検討していく」という。
　こうしたパートナーとの共同ソリューション開発
を担うのが､ 14 年に立ち上げた IoE イノベーション
センターだ｡ シニアマネージャーを務める今井俊宏
氏は、「OT に精通しているパートナーと組むことに

よって､ 我々が知り得ないことを迅速に吸収し､ そ
れを製品・ソリューション開発に活かすことが重要
だ」と話す｡ これにより､ 足りない機能を見つけ出し、
それを開発側にフィードバックして改善するサイク
ルを早める。

■クラウドとエッジで分散処理
　次に IoT システムを構築するうえでのポイントを､
従来の ICT システムとの違いを軸に整理しよう。
　IoT では、多種多様なデバイスからのデータをクラ
ウドに集めて処理 ･ 分析を行うモデルが主流となる
が､ そこでポイントとなるのが、（1）大量のデータ
を処理するクラウド側の負担軽減と、通信遅延を回
避すること。そして、（2）IoT と既存の業務システム
との連携だ。
　（1）については､ デバイスとクラウドの間に分散
処理環境を置くモデルを、シスコシステムズが ｢フォ
グ（霧）コンピューティング｣、NEC が ｢エッジコン
ピューティング｣ として提唱している。
　物理的にデバイスに近いフォグ / エッジで処理の
一部を担うことで､ 通信遅廷を回避し､ 必要なデー
タのみクラウドに送ることでクラウドの負担を軽減
する。
　その全体像を示したのが、図表 1 にある NEC の
｢5 層モデル｣ だ｡ なお、これはあくまでもモデルで
あり、エッジコンピューティングの機能を担うのは、
ケース毎にスマートフォンだったり、ゲートウェイ
装置だったりする。山田氏は ｢配置モデル､ バリエー
ションはさまざまなものが考えられる｣ という。
　さらに IoT システムの構築をこの 5 層モデルに準
じて行うことで、「IoT 事業の展開を迅速化すること
にもつながる」と語るのは、コーポレートマーケティ
ング本部の鈴木有希子氏だ｡「システムアーキテク

（図表1）NECが考える IoTの５層モデル
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チャを共通化することで､ ある程度検証がなされて
いる状態で迅速に信頼性の高い IoT システムのモデ
ルを提供できるようになる」のだ。

 

■ IoT が SoE と SoR の融合を加速
　（2）については、現在の IT 業界における重要テー
マの 1 つである SoE と SoR の連携がポイントとなる。
　SoR（Systems of Record : 記録のためのシステム）
とは、既存の業務システムを指す。一方､SoE（Systems 
of Engagement）とは ｢つながり ･ 協働のためのシス
テム｣ を意味し、企業が顧客やパートナーの状況や
考え、ニーズの変化を理解してつながりを強化する
ことを支援するためのものだ。ヒトやモノの状態を
表すデータを通してユーザーの状況を可視化する IoT
は「SoE の重要なコンポーネント」（富士通の大澤氏）
となるのだ。
　SoE は “ 新種 ” の概念であり、具体的な取り組みも
まだ始まったばかりだ。また、顧客･パートナーのニー
ズ ･ 状況変化に応じてスピーディに変化していくこ
とが求められるため、SoR とは独立したシステムと
して SoE を構築し、必要に応じて両者が連携するよ
うな実装形態が適していると考えられている。
　その意味でも IoT と SoE は似通った存在であり、
IoR が SoE 実現の動きを加速すると考えられている。
　富士通は図表 2 のようにデバイス／データの収集 ･
管理をはじめとするIoTのコア機能を担うIoTプラッ
トフォームと SoE､ SoR の連携を IoT 推進戦略の軸
としている。 10 月には、IoT/SoE の開発を迅速に行
い、かつ SoR との連携の仕組みも備えた ｢デジタル
ビジネスプラットフォーム｣ を発表｡ 大澤氏は ｢IoT
と SoE、SoR を融合させるところで富士通の強みを
出していきたい｣ と話している。
　IoT システムを手掛けるベンダー /SIer 各社にとっ
て戦略の軸となる IoT プラットフォームだが､ 今後
はアプリケーション回発の容易性やシステム連携の
柔軟性向上などに機能開発の焦点が移りそうだ。

（出典：テレコミュニケーション November 2015）

（図表2）富士通の IoT戦略

シスコシステムズ
専務執行役員（シスココンサルティング
サービス、戦略事業開発担当兼 IoEイノ
ベーションセンター担当）
鈴木和洋　氏

シスコシステムズ
IoEイノベーションセンター
シニアマネージャー
今井俊宏　氏

NEC
コーポレートマーケティング部
本部長代理
山田一宏　氏

NEC
コーポレートマーケティング部
マネージャー
鈴木有希子　氏
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新製品・新サービス

ＮＥＣプラットフォームズが業務用ＰＤＡ「Pocket@i FX」を発売
～さまざまな現場環境や運用シーンに適応～

NEC プラットフォームズは､ 流通、医療､ 製造､ 金融､ エネルギーなど､ さまざまな現場におけるリアルタイムな情報
伝達とスムーズな入力業務を支援する業務用 PDA「Pocket@i FX（ポケットアイ ･ エフェックス）｣の販売を開始しました。
新製品は、業界最大クラスの静電容量式タッチパネルディスプレイを搭載｡ スマートフォン感覚のフリック操作、さら
に手袋着用や不意の雨天時の入力にも対応するなど操作性にこだわりました｡
また歴代 Pocket@i シリーズにおいて定評のある、高いセキュリティ通信機能と接続性（無線 LAN ローミング機能）を
踏襲しています。現行機種 ｢Pocket@i EX｣、｢Pocket@i Plus｣ の後継モデルとして API（アプリケーションプログラ
ムインタフェース）互換性を確保しながら､ 機能性と運用性をー段と向上させました。

■背景
　本格的なビッグデータ活用の時代を迎え､ 収集された膨
大な情報はクラウド上で分析され、リアルタイムに現場に
伝えることが可能となりました｡ また､ 新しい情報をもと
に､ 現場からはさらなる情報の収集が求められます。こう
した中、現場で必要とされるのは､ 移動や環境変動の影響
を受けにくい安定した通信性能と､ 情報を高精細に判りや
すく表示でき､ スムーズなデータ入力が可能な頼れる業務
用ターミナルです。さまざまな現場環境や運用シーンを想
定して設計された業務用ターミナルに､ 堅牢性 ･ 耐環境性・
セキュアな通信方式 ･ 耐ウィルス機能などの安全安心を付
加し､ 現場の機動力向上を支援します。

■特長
１．スマートフォン感覚のフリック操作や手袋着用 ･ 不

意の雨天時運用に対応
　静電容量式タッチパネルの採用によりスマートフォン
感覚で画面スクロールや改ページが可能｡
　業界最大クラスの 4.3 型タッチパネルディスプレイに高
精細でクリアな表示を実現｡
　さらに､ 手袋 ･ 軍手の着用（注 1）や雨天時の入力（注 2）に
も配慮した設計により、現場の機動力を強力にサポート
します。

２．あらゆる運用シーンを想定したキー形状 ･ キー配列
と装置形状

　持ち方に左右されないスキャナトリガキーの配置､ テ
ンキーの電卓配列や金額入力に配慮した ｢000｣ キーの採
用､ キートップは大型の凹形状とすることで押しやすさ
を追求しました｡ また､ どちらの手で持っても入力しや
すいダブル登録キーを採用しています。
　さらに､ 装置背面と側面の滑り止めリブにより、落下
防止と安心操作を実現します。

３．高セキュリティ､ 途切れにくい無線 LAN ローミン
グで安心運用を実現

　暗号化方式 WPA2（注 3）に対応したセキュアな無線
LAN は､ 周波数帯域 2.4GHz 帯と 5GHz 帯の両方に対応
する IEEE802.11n に準拠｡ 通信距離が長く､障害物があっ
ても高い安定性を持つ他、長年の流通・医療端末導入で
培った独自技術によるローミング機能により、移動しな
がらの運用に強い力を発揮します。さらに､ システム改
ざんや許可しないプログラムの実行を防止するウィルス
対策ソフトウェア ｢SolidProtect for WEC7｣ （注 4）や､ シ
ステム部門からの遠隔操作でソフトウェア更新や状態監
視が可能な｢リモートコントローラ for WEC7｣をオプショ
ンで用意し､ 一歩進んだ安心運用をサポートします。

（注 1）すべての手袋 ･ 軍手について動作を保証するものでは
ありません。

（注 2）水しぶきの量や状態によっては誤動作をしたり、動作
しないことがあります。

（注 3）暗号化方式の規格 WPA（WiFi Protected Access）の
強化バージョン。

（注 4）SolidProtect for WEC7: ウィルス感染やセキュリティ
ホールを突 < サイバーアタックに対し､ 許可したプロ
グラムだけが実行される仕組みによりシステムを保護
するソフトウェア｡ 別売。

■お問い合わせ先
　NEC プラットフォームズ
　営業推進本部アライアンスパートナー営業推進部
　TEL：03-5282-5828
　受付時間：8:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:15
　（土・日・祝日・年末年始を除く）
　E-Mail:pwsinfo@pws.jp.nec.com

型   番 モ デ ル 名
PW-WT91-02 スキャナモデル
PW-WT91-12 スキャナカメラモデル
PW-WT91-22 スキャナカメラ 3G モデル
PW-WT91-01 スキャナなしモデル
PW-WT91-11 スキャナなしカメラモデル
PW-WT91-21 スキャナなしカメラ 3G モデル

業務用 PDA
「Pocket@i FX」

モデル一覧
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｢情報通信の安心安全な利用のための標語｣募集

初心者を含む情報通信利用者が情報通信を安心・安全に利用するためのルールやマナー、情報セキュリティに関する意識や知識の
重要性に気づき、考えるきっかけとすることを目的に、標語を公募し、受賞作を用いた啓発活動を行います。

●
●
●
●
●

募 集 内 容
応 募 部 門
応募上の注意
著 作 権
そ の 他

：情報通信を安心・安全に利用するためのルールやマナー、情報セキュリティの意識を啓発する標語。
：個人が応募する｢個人部門｣と、学校を代表して応募する｢学校部門｣の2つがあります。詳細は以下を参照下さい。
：未発表の作品に限ります。なお、応募作品は、返却しません。
：著作権は、主催者に帰属します。
：応募者の個人情報は、主催者が管理し、標語募集事業運営の目的以外に使用することはありません。

趣　　旨

標語募集内容／応募要領

標語の活用

平成２8年度

個 人 部 門 学 校 部 門
【応募資格】
どなたでも応募できます。（右記｢学校部門｣に応募している学校に所属
している個人でも個人部門に応募できます。）

【応募方法】
◎インターネットの協議会ホームページでの応募
情報通信における安心安全推進協議会のホームページ内に｢応募フォー
ム｣があります。作品の他、氏名等の必須事項を記入して送信して下さ
い。（記載事項に不備がある場合は応募が無効となることがあります。）
１人何点でも応募できますが、１回の応募につき、１作品しか記入でき
ません。（複数応募の場合には、作品毎に｢応募フォーム｣に記入して送
信して下さい。）
◎はがき、または、電子メールによる応募
官製（私製）はがき、または、電子メールで応募して下さい。応募にあたっ
ては、標語のほか、必須事項として郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、
年齢、職業、性別、電話番号を必ず記入して下さい。（記載事項に不備
がある場合は応募が無効となることがあります。）
１人何点でも応募できますが、はがき１枚または電子メール1件につき、
標語は１作品のみしか記入することができません。（複数応募する場合
には、必要な枚数あるいは電子メール件数をお送り下さい。）

【応募先】
◎インターネットの協議会ホームページの場合／下記ホームページ
の｢応募フォーム（個人部門用）｣にてお送り下さい。
http://www.fmmc.or.jp/hyogo/ 
◎はがきの場合／〒105-0001　東京都港区虎ノ門三丁目22番1号
虎ノ門桜ビル2階　 一般財団法人マルチメディア振興センター内
情報通信における安心安全推進協議会事務局 宛
◎電子メールの場合／送付先 SSIC-HYOGO@fmmc.or.jp

【応募資格】
児童、生徒が作った作品の中から学校代表者が学校代表作品1点を選ん
で｢学校名｣で応募下さい。（応募は１学校につき１作品のみですが、代表
作品以外の作品は｢個人部門｣に何点でも応募できます。）

【応募方法】
◎インターネットの協議会ホームページからのみ応募を受付
情報通信における安心安全推進協議会のホームページ内に｢応募フォー
ム（学校部門用）｣があります。作品の他、学校名、代表者名、学校内で
の取り組み内容等の必須事項を記入して送信して下さい。なお、はがき、
電子メールなどでは受付けておりません。
◎学校部門用応募フォーム
http://www.fmmc.or.jp/hyogo/に記載の｢応募フォーム（学校部門
用）｣をお使い下さい。

  標語参考例
｢情報は その一押しで 世界旅」　 ｢送る」より「贈る」気持ちで送信を

  応募期間
平成27年12月1日（火）～平成28年2月29日（月）必着

  選　　定
主催者による選考委員会において入選作を選定します。
●個人部門：最優秀作〈総務大臣賞〉1点、協議会長賞3点〈児童部門（小

学生）1点、生徒部門（中高生）1点、一般部門1点〉、PTA関連
賞4点〈日本PTA賞2点、全国高P連賞1点、全附連賞1点〉
佳作12点以内を選定します。

●学校部門：最優秀作〈総務大臣賞〉1点、優秀作〈総務省総合通信局
長賞〉11点以内（総合通信局の各地域で1点以内）を選定
します。

  発　　表
選定された作品は、情報通信における安心安全推進協議会ホームペー
ジ等にて平成28年６月上旬に発表予定です。入賞者には直接ご連絡い
たします。

  表　　彰
受賞者については、平成28年度の情報通信月間の表彰行事等におい
て、賞状及び賞品を贈呈します。

今回の募集により選定された標語は、平成28年度情報通信月間における広報・啓発ポスターをはじめ、中央及び全国各地で実
施される各種啓発事業・行事等において幅広く活用します。

■主催：情報通信における安心安全推進協議会
■後援：総務省、文部科学省

〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目22番1号 虎ノ門桜ビル2階
一般財団法人マルチメディア振興センター内
情報通信における安心安全推進協議会事務局
TEL 03-5403-1090　FAX 03-5403-1092

お問合せ

［詳細はWebでご案内しております］http://www.fmmc.or.jp/hyogo/

e-ネットキャラバンとはケータイやパソコンを安心、安全に使うことを学ぶ講座です。

【 お申込み・お問合せは 】一般財団法人マルチメディア振興センター　TEL 03-5403-1090　e-netcaravan@fmmc.or.jp　　http://www.e-netcaravan.jp/
「e-ネット安心講座」（中高生向け・小中学生向け・大人向け）

本協議会はe-ネットキャラバンと連携しています

e-netcaravan@fmmc.or.jp　　http://www.e-netcaravan.jp/
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平成28年度第1回工事担任者試験のご案内

1．試験実施日
平成 28 年 5 月 22 日（日曜日）

2．試験実施地及び試験会場
（1）試験実施地　

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

（2）試験会場　　受験票により通知します。

3．試験申請の受付期間及び受付時間
（1）受付期間　

ア　申請書による申請
　平成 28 年 2 月 1 日（月）から 3 月 8 日（火）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 2 月 1 日（月）から 2 月 22 日（月）
までです。

　（平成 17 年 8 月以降に経歴証明書を提出し、科目
免除を認められた場合で同一種別の試験を申請す
るときは、3 月 8 日（火）の締切りとなります｡）

イ　インターネットによる申請
　平成 28 年度 2 月 1 日（月）から 3 月 8 日（火）

までです。
　なお、インターネット申請の試験手数料払込期限

は、平成 28 年 3 月 9 日（水）までです。
（2）受付時間　

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

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

4．試験申請の手続き及び試験手数料の払込方法
（1）申請書による申請の場合

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

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

の払込方法
①銀行を選択した場合は、指定された（一財）日本

データ通信協会の銀行口座に全国銀行協会加盟の
銀行の窓口又は ATM で払込みをお願いします。
なお、一括申請の場合も利用できます。

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

③郵便局を選択した場合は､ 郵便局備え置きの一般
用の払込取扱票用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、（一財）日本データ通信協

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

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

5．試験申請書の頒布及び証明書類の提出
（1）申請書類の頒布　

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

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

（一財）日本データ通信協会　
　　　電気通信国家試験センター

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

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

7．試験科目及び出題方式
（1）試験科目

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

（2）出題方式　　択一方式（マークシーﾄ方式）

　平成 28 年度第 1 回工事担任者試験が一般社団法人日本データ通信協会より公示されましたので、ご案内いたします。
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8．試験手数料
8,700 円（１試験種別当たり）試験申請受付後は、お
返しされません。

注意：全科目（基礎、法規、技術）の免除申請料は
5,600 円 （平成 25 年 2 月 1 日改正）。

9．科目免除
　科目合格者、一定の資格又は実務経歴等を有する者及
び認定学校卒業者等は、申請により試験が免除される科
目があります。
　全科目免除申請については、上記 4、5、6 及び 8 によ

るほか、（一財）日本データ通信協会電気通信国家試験セ
ンターのホームページ（http://www.shiken.dekyo.or.jp）
でご確認ください。

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

試験実施予定地 事務所 所在地・電話番号

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

（一財）日本データ通信協会
電気通信国家試験センター

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

静岡、名古屋、津 （一財）日本データ通信協会
東海支部

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

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

（一財）日本データ通信協会
近畿支部

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

徳島、高松、松山 （一財）日本データ通信協会
四国支部

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

11．申請の手続き及び受験に関する問い合せ先
　申請の手続き及び受験に関する問い合わせは、下記の各事務所にお問い合わせください。
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委員会・理事会等模様

平成 27 年度第 1 回業務委員会模様
１．日時　　　平成 27 年 10 月 16 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　　大輪堅一業務委員長、宮川欣丈委員、
　　　　　　　石田延章委員、恒川純次委員、
　　　　　　　吉本幸男委員、吉川正明委員、麓譲委員、
　　　　　　　福園英智委員、渡邉敏郎委員、
　　　　　　　田中優治本部長（代理出席）、
　　　　　　　佐々木勝夫東北地方本部事務局長（代理出席）
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）LAN 認定状況及び今後の取組み
（2）関東地方本部の取組み事例　
（3）オフィスリンク取組み状況
（4）国際不正通話の被害抑止に向けた取組み
（5）27 年度委員会名簿
（6）その他　

平成 27 年度第 1 回教育委員会模様
１．日時　　　平成 27 年 10 月 22 日（木）
　　　　　　　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　　藤田義明教育委員長、河内康志委員、
　　　　　　　西部伸治委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 27 年度研修実施状況
（2）平成 28 年度研修計画検討事項
（3）平成 27 年度委員会名簿
（4）その他　

平成 27 年度第 1 回広報委員会模様
１．日時　　　平成 27 年 10 月 27 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　　長田修一郎委員長、松山仁副委員長、
　　　　　　　山田恭郎委員、渡邉秀治委員
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）「ITCA 11 月号」編集状況
（2）「ITCA」発行状況
（3）本部ホームページ更新状況
（4）機関誌アンケート
（5）平成 27 年度委員会名簿
（6）その他

平成 27 年度第 1 回総務財務委員会模様
１．日時　　　平成 27 年 10 月 30 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、今井秀昭副委員長、
　　　　　　　大輪堅一委員、長田修一郎委員、
　　　　　　　酒井章治委員、阿部准定委員
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 28 年度事業計画策定に向けて　　　　
（2）Web 会議の導入について　　　　　　　　　
（3）入退会状況　　　　　　　　　　　　　　　　
（4）会員拡大状況　　　　　　　　　　　　　　　　

（5）平成 27 年度上期決算状況　　　　　　　　　
（6）事務所移転費用について　　　　　　　　　　
（7）事務局職員の採用（雇用替）及び手当改定　　
（8）職務執行状況報告　　　　　　　　　　　　　
（9）平成 27 年度委員会名簿　
（10）その他

平成 27 年度第 1 回委員長会議模様
１．日時　　　平成 27 年 11 月 4 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　　大木一夫会長、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・総務財務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、大輪堅一業務委員長、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 27 年度第 4 回理事会議題審議
（2）その他

平成 27 年度第 4 回理事会模様
１．日時　　　平成 27 年 11 月 11 日（水）　
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 00 分
２．場所　　　銀座キャピタルホテル 2 Ｆ「ローズ」
３．出席者　　大木一夫会長、井上剛毅理事長、
　　　　　　　長田修一郎副理事長、井上新一副理事長、
　　　　　　　山内明専務理事、大輪堅一理事、
　　　　　　　宮川欣丈理事、今井秀昭理事、
　　　　　　　長谷川浩正理事、松山　仁理事、
　　　　　　　髙瀬幸雄理事、山田恭郎理事、
　　　　　　　藤田義明理事、田中優治理事、
　　　　　　　吉本幸男理事、江角　優理事、阿部准定理事、
　　　　　　　竹内　聰理事、早川幸廣理事、
　　　　　　　石橋雄二四国地方本部長（代理出席）
　　　　　　　青海宏信越地方本部事務局長（代理出席）
　　　　　　　福島和義監事、立川昭二監事
４．大木会長挨拶要旨
　理事の皆さんには平素から当協会の活動の為に大変なご尽力を
頂いていますことにお礼を申し上げたい。
　私達を取り巻く環境は、長らく続いたスマートフォンの時代か
ら、いわゆる IoT、Internet of Things という、あらゆるモノがネッ
トワークに繋がる時代が、大きな変換点の中にある。ただ IoT
の本質は、決してあらゆるモノがネットワークに繋がることに意
味があるのではなく、そこから集められる様々な情報がクラウド
等に蓄積をされ、膨大なビックデータを人工知能が解析し、新し
いサービスというもののヒントを与えてくれる。あるいは、様々
な経済活動の更なる効率化を見出す知恵を与えてくれる。更には、
日本でも抱えている教育・医療等様々な社会的課題に対する解決
に向けて IT をいかに上手く使って課題解決に役立てるか。そう
ゆう時代が今まさに動き出したということではないかと思ってい
る。また国内的に言えば少子高齢化がどんどん進んでおり、地方
が衰退化している。この地方をどうやって蘇生していくのかとい
うことも非常に大きな課題だし、政府も今取り組んでいるが、よ
く言われるのは、行政の効率化とか、地方の産業主体である農業、
水産業等、あるいは様々なサービス業の生産性を上げて雇用を安
定的に確保しなければならない。その為には ICT をいかに活用
するかが重要であり、それなくして実現はできないだろうと言わ
れている。
　そういう意味では当協会の会員各社の皆さんそれぞれの地域で、
しっかりと地に足を付けてご活躍頂いているところであり、当協
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会の会員各社を取り巻く環境は、厳しい中ではあるが、先を見た
時に新たなビジネスチャンスは、間違いなく大きくあるだろうと
思う。ただそれをどうやって自分のものにしていくかという意味
では従来のやり方、ネットワークあるいはハードというモノを
売り切り型でのビジネスモデルに加えて、クラウドの活用をしな
がらサービスアプリケーション、あるいは最近であればセキュリ
ティとか、サポートビジネス等を一体型で提供するような新しい
サービス、利用型のビジネスモデルいうものを合わせて、チャレ
ンジして行かなければならない。
　また非常に重要な事は、それら活動する為には、やはりしっか
りとした事業の財務的な基盤が必要である。一刻の猶予も無くこ
の財務基盤をしっかりしたものにする手を打って行かなければい
けない。そういう意味でも今日の議題一番目に委員長会議のメン
バー、私も含めてですが、まず叩き台案、諮問案を作り次回の理
事会に諮って、早期に具体的な対策を皆さんと一緒に打っていく
というステップへ踏み出す必要がある。この厳しい流れから、対
策案というのは場合よっては血を流すような、厳しい事をやらね
ばならない事もあるかもしれないが、それは今後の検討次第であ
る。いずれにしても、理事の皆さんの知恵を結集して、次に向け
た積極的取り組みを是非とも皆さんと一緒に進めて行きたいので、
今後とも宜しくお願いしたい。　
5．井上理事長挨拶要旨
　日頃から委員会やら各地方本部での活動などにご尽力をくださ
り感謝申し上げる。
　総会を経て事務局は、積み残しの事案も含めて、27 年度の重
要課題である収支改善に向けて取り組んできた。昨年来の課題で
あった事務局の移転は入船 2 丁目に引越しをして、想定以上のコ
スト削減ができた。また事務局職員も昨年よりも減らしながら頑
張ってくれていることについても、役員の皆様にはご理解を頂い
ていることと存じ上げる。今後の事務局の活動の品質、維持・向
上を図りながら、更なるコストの削減に健闘していくので、ご協
力の程宜しくお願いしたい。
　一方、会員の状況が、毎月報告されているが、賛助会員を含み
上半期で 7 社の増加となっている。しかしながら目標の純増 65
には程遠い状況にあり、全国組織として活動する為の財務基盤の
安定が不可欠だと思っている。過去毎年、会員の減少に歯止めが
かからなかったが、何とか昨年は、わずかであるが増加に転じて
いる。これを励みにして、魅力のある協会作りに向けて、役員を
はじめ全ての会員が仲間を増やす努力をお願いしたい。
6．議事内容

（審議模様）
（1）平成 28 年度事業計画策定に向けて
　井上総務財務委員長は、資料「平成 28 年度事業計画策定に向
けて」について、その概要を説明し、山内専務理事より、内容つ
いて具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（2）Web 会議の導入について
　井上総務財務委員長は、資料「Web 会議の導入について」、そ
の概要を説明し、山内専務理事より内容の説明を行い、異議なく
議決した。

（3）通常会員入退会状況
　井上総務財務委員長は、資料「通常会員の入退会について」の
概要を説明し、山内専務理事より、新規入会 10 社及び退会 4 社
の状況説明を行い、異議なく議決した。

（4）会員拡大状況
　井上総務財務委員長は、資料「会員拡大状況」の概要を説明し、
山内専務理事より、上半期の会員状況は年度目標の 65 純増に対
して 6 の純増という結果であり、目標達成に向けた下半期の取組
みを強化する必要がある旨の説明を行い、異議なく議決した。

（5）機関誌アンケート
　長田広報委員長は、資料「機関誌アンケート」について、会員
各社の中でどれだけ読まれているか把握を行い、機関誌「ITCA」
の更なる内容充実に向け取組みを勧めたいとの説明を行い、異議
なく議決した。

（6）平成 27 年度研修実施状況及び検討事項
　藤田教育委員長は、資料「平成 27 年度研修実施状況及び検討

事項」の概要を説明し、山内専務理事より、27 年度の受講者は
前年度と同等となる見込みであり、28 年度研修計画策定に向け
て、研修内容の見直し等を検討し、次回の理事会に付議する旨の
説明を行い、異議なく議決した。

（7）LAN 認定状況及び今後の取組み
　大輪業務委員長は、資料「LAN 認定状況及び今後の取組み」
について、オフィスリンクの影響で、ここ数年認定会員は増加し
ており、前年度末から 4 社増加して 99 社となっているが、内 6
社の更新事務処理が遅延している状況で、27 年度目標の 100 社
を目指して下期でも DM 勧奨等を行う旨の説明を行い、異議な
く議決した。

（8）オフィスリンク取組み状況
　大輪業務委員長は、資料「オフィスリンク取組み状況」につい
て、関東地方本部における取組みでは回線受注が 5500 回線を超
え、32 社が受注し 15 社以上が PBX のリプレースの提案中と成
果が出て来ている等、各地方本部の取組み状況を報告するととも
に、関東以外の地方本部においても、関東の事例も参考にしなが
ら取組みの推進お願いする旨の説明を行い、異議なく議決した。

（9）職務執行状況報告
　井上総務財務委員長は、資料「職務執行状況報告」の概要を説
明し、山内専務理事より、網谷駿介前会長（代表理事）、岩本房
幸前専務理事（業務執行理事）、大木一夫会長（代表理事）、井上
剛毅理事長（代表理事）並びに山内明専務理事（業務執行理事）
の平成 27 年 5 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日までの職務執行状
況を報告し、異議なく議決した。

（10）平成 27 年度上期決算状況
　井上総務財務委員長は、資料（1）「正味財産増減計算書」、（2）

「貸借対照表」、（3）「財産目録」についてその概要を説明し、山
内専務理事より、27 年度中間決算を行った結果、正味財産増減
計算書では、9 月末実績で、経常収益 83,509,625 円、経常費用
96,681,035 円、税引前一般正味財産増減額−13,171,410 円、法人税
等を差し引いた当期一般正味財産増減額は−13,847,419 円で、正
味財産期末残高は 106,667,900 円となっていること、並びに組織
別の 9 月末実績を報告し、平成 27 年度予算の当期正味増減額
−19,311,878 円に対しては約 7 割程度の赤字規模になっているが、
上期は引越費用の一時的経費があり、下期は賃料が減少するが、
固定費等の支出は継続するので、引き続き会員拡大及び効率的な
経費の使用に努める必要がある旨の補足説明を行い、異議なく議
決した。

（報告事項）
（11）事務所移転費用について
（12）事務局職員の採用（雇用替）及び手当改定
（13）ITCA 発行状況
（14）本部ホームページ更新状況
（15）関東地方本部取組み状況
（16）工事担任者問題対応状況
（17）平成 27 年度委員会名簿
（18）部外団体加入・役員等就任状況
（19）議事録ローテーションと総会担務
（20）会議日程

平成 27 年度第 2 回委員長会議模様
１．日時　　　平成 27 年 12 月 1 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　　大木一夫会長、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・総務財務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、大輪堅一業務委員長、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 28 年度財務基盤確立向けた取組みについて
（2）その他
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■通常会員

◎　会社名　　株式会社TOSYS　（平成27年11月30日入会）　　
　　所在地　　長野県長野市　　
　　代表者　　小川　亮夫　　
　　TEL　　　026-213-8930
　　事業内容　電気通信事業者向け通信設備の設計・施工・保守、情報システム・電気設備の設計・施工・保守、

　　　　　LED照明器具の開発・製造・販売　等
　　URL　 　  https://www.tosys.co.jp/index.html

新会員（平成27年11月1日~平成27年12月31日）

平成27年秋の叙勲「旭日双光章」を長田修一郎氏が受章

　「功績の内容に着目し、
顕著な功績を挙げた方」
に授与される栄えある叙
勲「旭日双光章」を、関
西地方本部長（協和テク
ノロジィズ株式会社　監
査役）が 11 月 3 日付けで
発令をうけ、11 月 6 日に

東京港区芝公園の東京プリンスホテルで勲章伝達式
が行われました。
　長田氏は、昭和 44 年、4 月に日本コンピュータシ
ステム㈱に入社、営業及び SE として活躍し、昭和
59 年 9 月に協和テクノロジィズ㈱に入社、以来情報
通信設備の販売・設計・工事・保守サービスに携わり、
昭和 62 年からは同社常務取締役として経営に参画し
業績の向上に努められました。

平成 11 年には同社の子会社である三興電気㈱の代
表取締役に就任、情報通信機器・デジタル交換機・
通信システム機器の販売・設計・施工・保守業務の

指揮にあたり社業の発展に努められました。
平成 13 年、子会社の吸収に際し親会社の協和テク

ノロジィズ㈱に復帰、監査役として現在に至ってい
ます。昭和 59 年からゴルフの経験を生かし、関西地
区のメーカー幹部、販売店幹部による年 2 回開催の
ゴルフ懇親会を 30 年以上に亘り世話役を務め、メー
カーグループの円滑な関係、人脈創りに貢献してい
ます。
　（一社）情報通信設備協会関西地方本部では、副本
部長時代には阪神・淡路大震災対策委員長として被
災会員への支援活動、また本部長就任以降は財政基
盤である会費収入の拡大に向けた積極的取組み及び
協会会員の指導・育成に努め協会発展に多大な貢献
をしています。

協会本部においては、30 年に亘り理事として全
国的視野により協会運営の円滑化に尽力し、平成 18
年より本部副理事長に就任、会長、理事長を補佐し、
広報委員長、総務財務委員等を歴任し協会運営に貢
献しています。

5543 225003
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第48回電気通信産業功労賞を
関東地方本部の清水氏と山本氏が受賞

　 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」
を授与していますが、第 48 回受賞者には 32 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 株式会社サンテレコム 代表取締役社長 清水 久 氏

（関東地方本部幹事）、茨城電話工業株式会社 代表取
締役社長 山本裕幹 氏（関東地方本部幹事）の２氏が
選出されて、11 月 20 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 佐々木祐二総務課長と経済産業省商務情
報政策局 大木雅文情報家電戦略室長が祝辞を述べら
れたあと、12 時から懇親会が盛大に催されました。

受賞者紹介
◎清水　久 氏（株式会社サンテレホン　代表取締役

社長　関東地方本部　幹事）
会員名：株式会社サンテレホン
所在地：山梨県甲府市
受賞理由：
　昭和 51 年に「㈲フカミ通信設備」に入社、一般民
需用 PBX の販売・工事・保守業務に従事し電気通信
事業の発展に寄与しました。ネットワーク（LAN・
WAN）の普及に合わせ、ネットワークの保守運用管
理業務（24 時間体制を含む）を官庁・大学・病院一
般民需へ展開し、お客様への安心・安全なネットワー
クの維持管理に努めています。

平成 7 年から（社）情報通信設備協会関東地方本
部理事となり、山梨県支部長として会員企業との意

思疎通を図り、協会活動に貢献し現在に至ります。

◎山本　裕幹 氏（茨城電話工業株式会社　代表取締
役社長　関東地方本部　幹事） 

会員名：茨城電話工業株式会社
所在地：茨城県水戸市
受賞理由：
　昭和 55 年に茨城電話工業㈱に入社し、それまで創
業以来、電話交換機設備事業一筋であった事業基盤
に立脚し、昭和 56 年 10 月に新規事業としてパーソ
ナルコンピュータ事業部門を開設、同 57 年 9 月に
NEC マイコンショップ BellCoM 日立店特約店資格を
取得しました。その後、同 59 年に水戸店、土浦店と
県内多店舗展開し、電話（Bell）とパソコン（CoM）
を融合した ”BellCoM” ブランドで情報通信分野へと
参入し、地域の IT の普及に努めました。平成 9 年 2
月に NEC　PC カレッジ水戸校を開校し、地域のコ
ンピュータ教育の啓蒙と普及に努めました。

平成 15 年より（社）情報通信設備協会関東地方本
部の理事兼茨城県支部長として、11 年間協会活動に
貢献し現在に至ります。

平成 24 年より茨城県支部活動を通じ「電話設備の
保守契約ガイドライン」（必要性）の原案策定をすす
め、同 26 年 4 月より ITCA 関東地方本部へ版権移譲
しました。

創業以来の保守サービスには現在も 24 時間 365 日
の対応体制でお客さまの安心安全のために本業の強
みとなっています。

贈賞式会場で（左から）山本氏、大木会長、清水氏

受賞者の皆様

会場風景
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LAN認定会員のご紹介

認定番号 会員名 所属地方本部 URL 電話番号
0001 大和電設工業㈱ 関西 http://web.d-d-k.co.jp/ 075-672-3311
0002 東日本通信機器㈱ 東北 http://www.hntk.co.jp/ 022-367-4133
0003 富士ネットシステムズ㈱ 関東 http://www.fnsys.co.jp/ 03-5641-1555
0004 東日本通信機器㈱東京営業所 関東 http://www.hntk.co.jp/ 03-5677-3855
0005 石田通信機㈱ 信越 http://ishida-j.com/ 026-241-3555
0006 協立情報通信㈱ 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3433-3141
0007 扶桑電通㈱東北支店 東北 http://www.fusodentsu.co.jp/ 022-225-7586
0008 ㈱大崎コンピュータエンヂニアリング 関東 http://www.oce.co.jp/ 03-3492-0931
0009 タカギエレクトロニクス㈱ 関西 http://www.takagi-ele.co.jp/ 06-6209-0039
0010 田中工業㈱ 関西 http://www.tanaka-kogyo.com/ 078-231-3341
0011 協立情報通信㈱神奈川支店 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 045-228-1611
0012 協立情報通信㈱新宿営業所 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3320-3141
0013 ㈱ほくつう 北陸 http://www.hokutsu.co.jp/ 076-238-1111
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 ㈱ TTK 東海 http://www.ttk.jp/ 052-931-8811
0039 北陸電々㈱ 信越 http://www.denden.co.jp/ 025-284-2151
0040 三和通信機㈱ 関東 http://www.sanwa-com.co.jp/ 042-368-2222
0041 ㈱日本ビグラッドシステム 北陸 http://www.d1.dion.ne.jp/ ～ beglad/index3.htm 076-267-6000
0042 英工電機㈱ 関東 http://www.eikohdenki.co.jp/ 03-5821-1911
0043 ㈱日本オフィスオートメーション 関東 http://www.nihon-oa.com/ 03-5678-0225
0044 茨城電話工業㈱ 関東 http://www.bellcom.co.jp/ 029-224-2000
0045 ㈱群電 関東 http://www.gunden.com/ 027-224-1681
0046 光通信工業㈱ 九州 http://www.hikari-t.co.jp/ 098-878-5111
0047 ㈱翼通信工業所 関西 http://www.283-t.jp/ 079-224-8233
0048 南海電設㈱ 関西 http://www2.nankai-densetsu.co.jp/ 06-6643-0181
0049 ㈱井口通信 関西 http://www.iguchi-t.co.jp 073-455-3588
0050 三友電子㈱ 東海 http://www.sanyu-ec.co.jp/ 052-532-3151
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

LANの設計・ 施工に関する技術・ 知識と実践力を認定する「LAN認定」に12月31日現在で100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
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/ 0257-22-0011
0093 ㈲綱島通信 中国 086-463-2244
0094 九州沖通信機㈱ 九州 http://www.kyuoki.co.jp 092-584-5111
0095 ㈱ソルコム 中国 http://www.solcom.co.jp 082-504-3386
0096 ㈲ pcworld 九州 0997-55-0011
0097 クリエイティブリンク㈱ 中国 http://www.creative-link.co.jp 086-903-3040
0098 日本ビジネス機器㈱ 東海 052-503-0528
0099 ㈱ネット・エックス 中国 http://net-x.co.jp/ 082-531-2255
0100 ㈱綜合エンジニアリング 関東 http://soghoeng.co.jp/profile.htm 03-3438-3333
0101 石渡電気㈱ 関東 http://www.idknet.co.jp 03-3271-5151
0102 埼玉アンテナシステム㈱ 関東 http://www.sasc.co.jp/ 048-883-8880
0103 丸登電業㈱ 信越 http://www.maruto.co.jp 0266-23-4833
0104 ㈱カナック・ビジネス・ソリューション 四国 087-813-9003
0105 ㈱三陽電設 関西 http://www.sanyo-densetsu.com/ 06-6349-5511
0106 千代田電子システム㈱ 東海 http://www.chiyoda-ele.co.jp 052-412-7111
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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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明けましておめでとうございます。
本年もITCAを宜しくお願い申し上げ
ます。
　申年は、「サル」にかけて「病気が
去る（サル）」など語呂が良いことや、
「赤」が病気を防ぐ厄除けの言い伝え
があり、赤い肌着を着けると縁起が良
いそうです。赤い肌着を着ける事は、
へその下のツボである丹田をツボに
手を当てて温める効果と同様の効果
が期待されるからのようですが、イン
ナーメーカーの15年秋冬展では、赤い
肌着が一斉に展示され業界としても
縁起かつぎだけでなく、実益も期待し
ています。
　私達も情報通信業界のトレンドやビ
ジネスチャンスにいち早く目を付けて、
実益に結び付けて行かなければならな
いと思い、今年も皆様に少しでも多く情
報発信していきたいと思っています。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　長田修一郎

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

通信委員
　青海　宏
　大島　貞保
　輪島　弘也
　貫　　耕三
　渡辺　博明
　上原　昇
　阿部　准定
　佐々木勝夫
　笹原　弘志
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