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本年3月号の特集で企業経営向け
に「サイバーセキュリティ経営ガイドラ
イン」を取り上げましたが、個人におけ
るサイバーセキュリティは、どんな事例
があるのか興味を持たれている方に
一田和樹氏の小説をご紹介します。
一田氏は、日本における本格的なサイ
バーミステリーの先駆者といわれ、か
つてサイバーセキュリティの仕事をし
ていました。現在でも英語と日本語の
書籍や記事、SNSなどの情報を集め
て、常に最新の情報をもとにネット犯罪
を描いています。特徴は、エンターテイ
メントなストーリーとセキュリティ用語を
織り交ぜた初心者にも判りやすいテキ
スト的な小説です。読書の秋に勉強も
兼ねてサイバーミステリーの世界に
浸ってみてはいかがでしょうか。

（編集委員）
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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。
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1

FRONT VOICE

東芝情報システム株式会社
SIソリューション事業部　SI営業第四部　参事　二宮　敏明

トータルインテグレーションで、
お客様の企業価値向上に貢献

秋冷の候、皆様にはますますご健勝の事とお喜び申し
上げます。

会員の皆様には、平素より一方ならずお力添えをあず
かり、御礼申し上げます。

さて、誠に手前勝手ではございますが、この場を借り
て弊社（東芝情報システム株式会社）の紹介をさせて頂
きます。

弊社は、長年、「エンベデッドシステム」「LSI 設計」「シ
ステムインテグレーション」「ヘルスケア IT」の分野で
高い技術力と最適なソリューションを提供してまいりま
した。激動する社会環境の変化とお客様のニーズに対応
するため、既成概念にとらわれないビジネスモデルをご
提案し、お客様とともに成長してまいります。

システムインテグレーション分野においては、長年培っ
たビジネスノウハウをベースに、基幹システムの改善、
サーバ仮想化による運用コストの削減、ディザスタリカ
バリによる事業継続など、お客様の企業競争力を向上さ
せるために、IT の効率化を実践するだけではなく、複雑
化した IT 資産を可視化し、最適なソリューションをご
提供いたします。

ビジネスの継続的な改革と革新を支えるクラウドサー
ビス、ライフケアサービス、業種ソリューション、業務
ソリューションと統合 IT 基盤のトータルインテグレー
ションで、お客様の企業価値向上に貢献してゆきます。

■統合 IT 基盤・・・最先端のテクノロジーで実現する
IT インフラソリューション

「変化を捉え、対応する―。」 私たちは、お客様の事
業環境を深く理解し、確かな目利き力でお客様の経
営基盤を強化する包括的な統合 IT 基盤「VITA」を
提供しています。
災害に強く、信頼性の高いサーバ環境を実現するデー
タプロテクションソリューションや、改ざん検知・
脆弱性診断など企業内外の脅威から情報システムを
守るセキュリティソリューションなど、刻々と変化
するビジネス環境に対して、お客様に最適な IT 基
盤を実現します。

■クラウドサービス・・・企業の情報を守り、バリュー
チェーンを最適化するクラウドサービス
会計、販売管理、生産管理などのアプリケーション
ノウハウと、サーバ仮想化、セキュリティ管理など

の ICT インフラノウハウを生かし、お客様のビジネ
スの成長を支えるクラウドサービスの提供を目指し
ています。
企業の情報を守り、組織や人・プロセスをリアルタ
イムでつなぐクラウドサービスにより、企業活動全
体のバリューチェーンを支えます。従来型システム
との連携をも実現するきめ細かなクラウドサービス
により、企業の競争力を強化し、イノベーションの
促進を強力にバックアップしていきます。

■業種ソリューション・・・日本の商習慣に即したき
め細かいソリューション
あらゆるご要望に最適化した業種ソリューションは、
日本の商習慣にきめ細かく対応し、ビジネス環境の
変化にも強い、柔軟かつ迅速なＩＣＴシステムを実
現します。
お客様との共創から生まれた多彩な業種ソリュー
ションは、東芝グループのＤＮＡである「モノ創り」
がその原点です。いいものを早く、安く提供したいー。
自社開発したものをアセット化し、お客様に新たな
ソリューション、価値を提供し続けています。

■業務ソリューション・・・業務の課題解決に特化し
た短期開発・低コストなソリューション
企業では、ますます高度化・多様化する市場ニーズ
に応えるため、製品・サービスの多品種化・高機能
化や、個を対象とした顧客対応力の強化など、変化
に即応できる企業体質の構築が求められています。
当社の業務ソリューションは、会計・販売管理・調
達管理・生産管理などの ERP ソリューションを中心
に、業務プロセスの効率化や業務品質の向上、顧客
対応力の強化やリアルタイム経営を可能とし、現場
の定着に向けた運用支援や継続的な改善により、お
客様の業務改善・改革を支えていきます。

最後になりますが、弊社においては、お客様の様々な
ニーズに応えるべく今まで以上に新製品の開発と積極的
な営業活動を展開してまいります。また技術開発力の強
化、品質の向上はもとより、サービス体制の充実を推進
し皆様のお役に立てるよう、より一層努力してまいる所
存でございます。

今後ともより一層のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお
願い申しあげます。
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地方本部だより

海外から観た北陸の魅力
一般社団法人 情報通信設備協会 北陸地方本部

事務局長　指江　雅夫

■世界で最も美しい駅 ６位の金沢駅
米の大手旅行雑誌「トラベル＆レジャー」は Web

版において、世界で最も美しい駅を選びました。
その中にはなんと日本からも 1 つ駅がランクイン

されました。

１．アントワープ中央駅（ベルギー）
２．セント・パンクラス駅（イギリス・ロンドン）
３．CFM マプト中央駅（モザンビーク）
４．シルケジ駅（トルコ・イスランブール）
５．サザンクロス駅（オーストラリア・メルボルン）
６．金沢駅（日本）

７．アトーチャ駅（スペイン・マドリード）
８．ユニオン駅（アメリカ・ロサンゼルス）
９．チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅（イ

ンド・ムンバイ）
10．サン・ベント駅（ポルトガル・ポルト）

1 日 2 万人以上が利用している石川県の玄関口・
JR 金沢駅。

ここが海外から「美しい」と評価を受けているの
をご存知でしたか。

金沢駅は、金沢で盛んな能楽で使われる鼓をモチー
フした大きな「鼓門」（高さ 13.7m の 2 本の柱に支え
られた門）と、ここを訪れる人に差し出す雨傘をイ
メージしたガラスの「もてなしドーム」（強化ガラス
3,019 枚、アルミフレーム 6,000 本）から構成されて
います。

雨や雪の多い金沢で、駅を降りた人にそっと傘を
差し出す、そんな粋な心意気を表現しているそうです。

最近では、ハトのふん害がゼロになったという事
で、金沢市が導入した鷹による駅前パトロール、こ
れも観光客に人気となるほど話題となっています。

■ベスト・イン・トラベル２０１４　４位の北陸
ミシュラン旅行ガイドに並ぶ影響力があるとされ

る世界トップシェアの旅行ガイド出版社ロンリープ
ラネット（本社・豪州）が発表した最高の旅行先「ベ
スト・イン ・トラベル 2014」において、地域として

2015年3月14日の北陸新幹線開業以降、北陸へ訪れる観光客数は大幅に増加しています。
金沢では、外国人の家族旅行、夫婦旅行、友人旅行の姿をよく目にします。
今回は、海外から観た北陸の魅力についてご紹介します。

金沢の新しいシンボル金沢駅

巨大なオブジェ「もてなしドーム」
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「北陸」が世界第 4 位に選ばれました。日本からの選
出は北陸のみで、文化、歴史、自然の美しさが評価
されています。

１．インド シッキム
２．オーストラリア　キンバリー
３．イングランド　ヨークシャー
４．日本　北陸

５．アメリカ合衆国　テキサス
６．ジンバブエ共和国　ヴィクトリアの滝
７．スペイン　マヨルカ島
８．ニュージーランド　ウェスト・コースト　
９．中華人民共和国　湖南省
10．トンガ　ハアパイ諸島

◆金沢 21 世紀美術館
訪れたい国内・海外の美術館・博物館ランキング

第 10 位
（平成 24 年 8 月 24 日付け記事・JTB 調べ）

2004 年 10 月 9 日にオープンしたガラス張りの美
術館三方が道路に囲まれている美術館敷地内は、ど
こからでも訪れられるようになっていて、正面や裏
側といった区別のない円形となっています。

国内外から年間 150 万人が訪れる大人気スポット。

◆スターバックス富山環水公園店
世界中のスターバックスの店舗の美しさを競うス

トアデザインコンテストで 2008 年に最優秀賞を獲得
しました。世界に約 2 万店舗もあるスターバックス
の中で、日本の店舗が最も美しいという評価を受け
ました。

富山環水公園店は景観に溶け込むシンプルなデザ
インの建物で、大きな窓からは公園のシンボルであ
る ｢天門橋｣ や景色をどの席からも楽しんでいただ
けます。

北陸へ是非一度　きまっし、み
まっし、いんぎら～としまっし！

北陸の代表的な観光地・兼六園

通り抜けできる　金沢21世紀美術館

世界一美しいスタバ　富山環水公園店

両端にある展望塔と天門橋
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業界ニュース　8月 

㈱オージス総研は、現場起点のイノベーション／改善を支援するスマホアプリ「気づきドット」を 2016 年 8 月 1 日に提供
開始した。本アプリは、現場の気づき力の向上や気づき情報の活用を支援する、行動観察Ｘの方法論から生まれたスマホアプ
リである。社内限定の「気づき」投稿・蓄積を目的としたソーシャルネットワーク構築に役立てる。特長は、①気づきの共有：
現場での気づきをスマホで気軽に投稿することで、クラウド上でストック・シェア。異なる場所や時間帯からでも、参加メンバー
に共有できる。②気づき力の向上：「気づき」の習慣づけ、数多くの気づきを出す訓練にもなる。他のメンバーからの投稿や解釈・
意見を得ることで、自身の解釈のバイアス、観点の偏り、発想の違いが分かり、今まで以上に多様な気づきが得られるように
なる。③気づきデータの蓄積と活用：データベースにストックされた気づき情報は、マーケティングや業務改善において、貴
重な基礎資料となる。事実、解釈、意見と分類されたデータを蓄積、CSV 形式でダウンロードできる。

オージス総研が現場起点のイノベーション／改善を支援するスマホアプリ「気づきドット」の提供開始

総務省は、電気通信事業報告規則第 8 条に基づき電気通信事業者から報告を受けた平成 27 年度の電気通信番号に関する
使用状況について公表した。平成 27 年度末（平成 28 年度 3 月 31 日）時点の主な電気通信番号の使用数について、固定電
話用の 0AB ～ J 番号の使用数は、約 6,335 万番号で年間約 100 万番号超の減少傾向が続いている。IP 電話用の 050 番号の
使用数は、約 780 万番号で平成 25 年度末から平成 26 年度末は約 10 万番号減、平成 26 年度末から平成 27 年度末は約 56 万
番号増で推移している。携帯電話・PHS 用の 070/080/090 番号の使用数は、約 16,603 万番号で平成 26 年度末と比較して約
687 万番号増と増加傾向が続いている。

総務省が電気通信番号に関する使用状況の公表（平成２７年度）

東日本電信電話㈱は、中小・SOHO 企業向けの高セキュリティオンラインストレージサービス「フレッツ・あずけ～る
PRO プラン」において、2016 年 10 月 3 日より Web 入力でマイナンバーを収集できる機能、主要な給与ソフトへマイナンバー
情報を連携する機能等を拡張する。これによりマイナンバー情報を、収集から保管、運用業務まで一元的に実施することが
可能となる。また販売拡大に向けて、インターネットに接続できる環境をお持ちであれば、どなたでも申込みが出来るよう
に提供エリアを NTT 東日本エリアから全国に拡大する。機能拡張の概要①従業員登録機能　②収集依頼機能　③マイナン
バー登録・保管機能　④従業員管理機能　⑤給与ソフト連携機能

ＮＴＴ東日本が「フレッツ・あずけ～るＰＲＯプラン」のマイナンバー対応機能の拡張および提供エリア拡大

　パナソニック㈱は、ドローンと大型風船を融合し、スポーツやイベントなどでさまざまな演出が可能なドローンシステム
「バルーンカム」の開発・製造、販売に関するライセンスの提供を 2016 年 8 月 1 日より開始した。「バルーンカム」は、塩化ビニー
ル等の生地で構成され、ヘリウムが充填されるバルーン部分、およびローターユニット、フレーム、コントローラー、無線
受信機とバッテリー部を合わせたドローン部で構成されるパナソニックが開発した法人向け小型無人航空機であり、2016 年
6 月に試作機を完成させた。「バルーンカム」は、風船内にドローン全体を組み込んだ構造とすることで、安全性を高めたも
のになっている。さらに、プロペラの推進力を最適制御することにより、飛行の安全性と機動性を両立したこれまでにない
ドローンシステムとなっている。「バルーンカム」の機体にカメラや LED、プロジェクターを搭載することで、ボディ全体
を生かした光の演出や情報表示が可能となっている。

パナソニックがドローンと大型風船を組み合わせたエンターテイメントソリューション「バルーンカム」
のライセンス提供を開始

IDCJapan ㈱は、国内企業の情報システム部門の変化に関する調査結果を発表した。本調査によると、競争力強化や業務プロ
セス改革などを目的とした「戦略的 IT 投資」を推進する専任組織を設置する企業は 70％を超え、その中でも情報システム部門
内に設置する企業が 45％に上がる。第 3 のプラットフォームなどを活用した戦略的 IT 投資の実施では、情報システム部門が中
心的な役割を担う企業が多いものの、ユーザー部門や専任組織が関与することも多く、従来の IT 投資よりも情報システム部門
とステークホルダーの関係は複雑化している。戦略的 IT 投資をすでに実施／実施予定の企業では、情報システム部門は拡大傾
向にあり、業務効率化や人材育成を進めつつ、より早い段階から戦略的 IT 投資に関与する傾向が見られる。しかしながら IT
予算の不足、IT 戦略の方向性が不明確、情報システム部門の人材不足といった課題に直面する企業が多く見られる。

ＩＤＣＪａｐａｎが国内企業情報システム部門の変化に関する調査結果を発表
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東京電力エナジーパートナー㈱、ソニービジネスソリューション㈱、㈱関電工の 3 社は、2016 年 8 月 23 日から東京都内の
飲食店やコンビニエンスストアなど計 36 カ所において、認証型コンセントを利用した公衆電源サービス（espot サービス）の
実証実験を開始した。本サービスは、事前に購入したプリペイドカード（espot カード）による支払い、または QR コードを
モバイル端末、（スマートフォンやタブレット型端末など）で読み取るクレジットカード決済により、店舗や公共スペースな
どに設置した専用の認証型コンセントを利用して、街中で気軽に電気を利用できるサービスである。これにより、外出時にお
けるモバイル端末の充電ニーズにも応える。設置事業者にとっても、集約やお客様のサービス向上が見込めるとともに、利用
単価や時間を設置できるため、利用者が充電目的で長期滞在される課題にも対応する。

東京電力エナジーパートナー、ソニービジネスソリューション、関電工が公衆電源サービス（espotサー
ビス）の実証実験を開始

富士通㈱は、下水道事業者向けにゲリラ豪雨などによる被害軽減を目的とした下水道氾濫検知ソリューションを 2016 年 8 月
15 日より販売開始した。本ソリューションでは、水位情報を収集するセンサーを下水道のマンホールに設置し、無線通信で 5
分ごとの水位情報をクラウド上に収集する。水位情報を収集するセンサーには、温度差より得られるエネルギーを電力に変換
する熱電変換ユニットから電力を供給する。本ユニットは、富士通九州ネットワークテクノロジーズ㈱が開発し、バッテリー
のみでセンサーを駆動する方式と比較すると、電池交換周期が 10 カ月から 5 年に延長できる。そのため、運用を大幅に効率化
できることに加え、電源敷設工事が不要となり導入コストの抑制が見込める。本ソリューションにより、急激な下水道管路内
の水位上昇を即座に検知でき、急所的な集中豪雨に伴う氾濫被害の軽減に向けた迅速な対応が可能となる。

富士通がゲリラ豪雨対策に活用できる下水道氾濫検知ソリューションを販売開始

NEC は、Intel Corporation と共同で、従来、専用機で実現されていた無線基地局の機能を汎用サーバ上のソフトウェアで実
現する「NFV C － RAN ソリューション」を開発した。本ソリューションは、NFV（ネットワーク機能の仮想化）で実現され
た無線基地局のデータ処理を行う集約基地局（CU）と、電波の送受信を行うリモート局（DU）で構成される。CU が複数の
DU を集中制御することで、無線ネットワークの効率的な運用に貢献する。また従来 CU が行っていた処理の一部を DU が行え
るようにすることで、CU と DU でやりとりするデータを 10 分の 1 以下に削減可能である。このため、CU と DU を結ぶネット
ワークが小容量でも従来と同じ水準の通信性能を実現し、5G に求められる高速大容量・超低遅延のネットワークを低コストで
構築可能である。

ＮＥＣがインテルと無線基地局の機能は汎用サーバで実現する「ＮＦＶ Ｃ－ＲＡＮソリューション」を開発

富士通㈱と㈱富士通システムズ・イーストは、マイナンバー制度の運用開始に伴い、支払調書に記載が必要となるマイ
ナンバーおよび法人番号の収集・管理・保管や調書作成業務を支援する「FUJITSU Enterprise Application 支払調書マイナ
ンバーシステム」を 2016 年 8 月 18 日より提供開始した。本システムは、㈱富士通マーケティングが提供する「FUJITSU 
Enterprise Application アドオンマイナンバーシステム」に追加導入することで、社員・職員などのマイナンバーに加え、
支払調書への記載対象となる個人事業主のマイナンバーおよび法人番号の効率的な収集・管理・保管や支払調書の作成を可
能にする。

富士通と富士通システムズ・イーストが「支払調書マイナンバーシステム」を提供開始

東レ㈱は、ウェア型の生体センサーを利用した「hitoeⓇみまもりサービス」の提供を開始した。本サービスは、企業・団体
が従業員の体調管理、安全確保を効率的に行うことを目的としたもので、東レと日本電信電話㈱が開発した生体情報の連続計
測を可能とする機能素材 hitoeⓇと NTT コミュニケーションズ㈱が提供するクラウドシステムを組み合わせた、IoT を活用し
た安全管理システムである。本サービスでは、作業者の心拍数や加速度等を計測することで、①心拍数、②熱への暴露度合い（高
温環境下での身体への負荷）、③作業強度（心拍数上昇による身体への負荷）、④心理的安定度（リラックスしているか）、⑤
転倒有無（姿勢、傾き）、⑥消費エネルギー、⑦位置情報の 7 目を測定および推定し、その情報を可視化して提供する。作業
者本人や作業現場の管理者などは、スマートフォンやタブレット端末、パソコン等を通じてリアルタイムに状況を確認するこ
とができ、平常時と異なる状況が発生した際には、アラート通知機能によって注意喚起されるため、早期対策を講じることが
可能となる。

東レが生体センサーを利用した「ｈｉｔｏｅⓇ 作業者みまもりサービス」の提供開始
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NEC ディスプレイソリューションズ㈱は、会議運営の効率化を図る機能を搭載した、ワイヤレスプレゼンテーション機器
「MultiPresenter Stick」を 2016 年 9 月 6 日に販売開始した。新製品は、外形寸法 117（幅）× 47（奥行）× 14（高）mm のコ
ンパクトなスティック型筐体で、質量も約 49g と軽量なので、外出先への持ち運びにも便利である。大画面液晶ディスプレイ
やプロジェクターの HDMI 端子に装着して、ノート PC やタブレット、スマートフォンなど会議参加者の端末の画面を無線
LAN 経由で表示することができる。無線 LAN 接続や発表者の交代などが少ない手順で可能で、わずらわしいケーブル配線の
手間をなくし、円滑な会議運営ができる。

ＮＥＣディスプレイソリューションズが円滑な会議運営をサポートするワイヤレスプレゼンテーション機器
「ＭｕｌｔｉＰｒｅｓｅｎｔｅｒ Ｓｔｉｃｋ」を発売

　㈱日立ハイテクノロジーズは、脳活動計測を用いて、脳トレーニングを個々人にカスタマイズして提供するブレインフィッ
トネスプログラムを開発した。世界的に高齢化が進み、心身ともに健やかな日常生活を送る「健康寿命」の維持・伸長が注目
される中、身体のみならず脳を鍛えたいというニーズが高まっている。一方で、脳活動が活発になる条件は個人によって異な
るため、脳のトレーニングにあたってはすべての人に同じトレーニングコンテンツを提供するのではなく、負荷の掛け方を個々
に調節することが、ニーズとしてあった。本プログラムは、脳トレーニング用のコンテンツと、携帯型脳活動計測装置「HOT-
1000」を組み合わせたもので、チェック用のコンテンツで脳活動を計測した後、解析結果に基づき 100 種目のプログラムの中から、
個人に適していると考えられるコンテンツを自動的に選択し印刷物として提供する。

日立ハイテクノロジーズが「脳活動計測を用いたブレインフィットネスプログラム」を開発

パナソニック㈱は、現行システムを生かしたまま ISDN から IP ネットワークへの移行（マイグレーション）を実現する、
パナソニックの MVNO 回線を活用した ISDN マイグレーションサービスを 2016 年 10 月上旬より提供開始した。本サービ
スは、パナソニックの MVNO 回線と今回開発した専用ゲートウェイを組み合わせることで、ISDN を利用した現行システ
ムを生かしたまま IP ネットワークへの移行を実現する ISDN マイグレーションサービスを提供する。ISDN マイグレーショ
ン用 M2M ゲートウェイには、ISDN 現行システムへそのまま接続可能なインターフェースを搭載しているため、システム
変更のコストを抑えることができる。またメタル回線による ISDN から MVNO 回線に移行することにより、回線費用を約
3 分の 1 に削減可能である。

パナソニックがＭＶＮＯ回線によるＩＳＤＮマイグレーションサービスを提供
～ 現行システムを生かしたままＩＰネットワークへの移行を実現 ～

㈱ NTT ドコモは、総務省より神奈川県横須賀市における「無人航空機における携帯電話の利用に係る実用化試験局の免許」
を 2016 年 9 月 6 日に取得した。本免許に基づき、上空での通信品質の確認や地上の携帯電話ネットワークへの影響等の検証
を目的として、実際に携帯電話を搭載したドローンによる実証実験を 9 月 9 日より開始した。携帯電話のドローンへの搭載に
関しては、画像・データ伝送等に利用したいとのニーズが高まっているが、現在の携帯電話ネットワークは、主に地上での利
用を前提にサービスエリアを構築していることから、携帯電話の上空での利用については、上空での通信品質が安定的に確保
されない可能性や、地上の通信へ影響を与えるおそれがある等の課題がある。実証実験では、ドローンの遠隔制御や撮影した
映像のリアルタイム伝送等についても実験を実施していく。

ＮＴＴドコモがドローンにおける携帯電話の利用に向けた実証実験の開始

IDCJapan ㈱は、国内タブレット市場の 2016 年第 2 四半期（4 月～ 6 月）の出荷台数実績値を発表した。2016 年第 2 四半期
のタブレット端末の出荷台数は、前年同期比 5.8％増の 179 万台となった。これをセグメント別に見ると、家庭市場向けは前
年同期比 22.0％増の 140 万台、ビジネス市場向けは 28.3％減の 39 万台となった。市場の中心である家庭市場向けタブレットは、
通信事業者向け出荷を中心としたファーウェイが市場をけん引し、前年同期比プラス成長となった。一方ビジネス市場向けの
出荷は、学校などの案件はいくつかあったものの、ここ数四半期同様、B2B2C などの大型案件が無かったことや、企業にお
けるタブレット需要が低かったことがマイナス成長の主な要因である。国内タブレット市場出荷台数の上位 5 社は、アップル、
ファーウェイ、NEC Lenovo グループ、京セラ、エイスースとなった。

ＩＤＣＪａｐａｎが２０１６年第２四半期　国内タブレット市場実績値を発表
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ソフトバンク㈱は、IoT 機器向けの低消費電力で長距離通信を実現する LPWA（Low Power Wide Area）ネットワークを
活用した IoT ソリューションの提供を開始する。第 1 弾として、LPWA ネットワークの一つである「LoRaWANTM」を 2016
年度中に提供し、デバイスからアプリケーション、コンサルティングに至るまでエンド・ツー・エンドでの IoT ソリューショ
ンを提供する。本ソリューションは、IoT に求められる低コスト・低消費電力に加え、長距離通信を実現できる特長を有し
ており、これまで無線通信を搭載できなかったさまざまな設備や機器などに LPWA ネットワークを通じて通信接続すること
が可能となる。今後は、商業施設、ビル、倉庫などの設備監視・制御やトラッキング、ガスや水道メーターの自動検針、高
齢者や子どもの見守り、道路、トンネル、線路などのインフラ監視、車、トラック、バスなどの物流、運行管理など、低コ
スト・低消費電力のネットワーク構築が求められる分野において、IoT 環境を実現していく。

ソフトバンクが低消費電力でのＩｏＴを実現する「ＬｏＲａＷＡＮTM」提供開始
～ＬＰＷＡを活用した低コスト・低消費電力の総合的ＩｏＴソリューションを提供～

NTT コミュニケーションズ㈱は、企業向け OCN サービスのオプションとして、サイバー攻撃などの不正なアクセスか
らお客さまの Web サーバーを守る SaaS 型セキュリティサービス「OCN vWAF サービス」を 2016 年 9 月 20 日より提供
開始した。本サービスの特長は、①脆弱性攻撃やボットなどへの多層防御機能を低価格で導入可能　②脅威検知から防御
までを完全自動化　③ DDoS 対策機能　④お客さまのネットワーク構成を変更せずに簡単導入　⑤管理ポータル機能　契
約可能なお客さまは、NTTcom の企業向けインターネット接続サービス「スーパー OCN」または「OCN ハウジング用接
続サービス」を利用されているお客さま。利用帯域に応じた 3 種類の「基本サービス」と、豊富な「オプションサービス」
から選択が可能である。

ＮＴＴコミュニケーションズがサイバー攻撃からＷｅｂサーバーを守る企業向けセキュリティ対策「ＯＣＮ ｖ
ＷＡＦサービス」の提供を開始

サスメド㈱と DeSC ヘルスケア㈱は、不眠治療用スマートフォンアプリの企画・開発について業務提携契約を締結した。ま
た、スマートフォンアプリの将来的な医療機器としての認可を目指して、公益財団法人神経研究所付属清和病院など医療機関
の協力を得て 9 月から臨床試験を開始した。日本における睡眠薬の使用量が諸外国に比べて多いという現状認識を共有し、こ
うした社会的な課題を解決するため、非薬物療法である認知行動療法のアルゴリズムを使用したスマートフォンアプリの開発
を行い、本アプリが不眠症を治療可能な医療機器として認可されることを目指して共同で取り組む。DeSC では、一連の臨床試
験、申請手続きにおいて本アプリの開発・保守・運用を中心にサスメドを支援すると共に、本業務提携で得られる知見や資産を、
現在健康保険組合向けに提供している KenCoM サービスにも活用している予定。

サスメドとＤｅＳＣヘルスケアが不眠治療用スマートフォンアプリを共同開発
～医療機器認可を目指して臨床試験を９月から開始～

沖電気工業㈱は、920MHz 帯無線を用いた IoT 導入パッケージ「IoT ファストキット」の販売を 2016 年 10 月 3 日より開始
した。本パッケージは、OKI が開発した IoT プラットフォームを基盤としており、簡単・低コスト・短期間での IoT 試行導入
を可能としてる。試行後の本格導入への移行においては、用途に合わせた拡張やカスタマイズなどが容易で、大規模なシステ
ムでも安全に利用することが可能となる。特長は、① 920MHz 帯マルチホップ無線を用いた広範囲なネットワークが安価に構
築可能 ②簡単かつ安価に “ つながる ” ③複数拠点での異なったデータ管理が容易（テナント管理） ④デジタル認証によるセキュ
リティーの確保 ⑤柔軟性を持った API（有償提供）

ＯＫＩが簡単かつ安価に導入可能なＩｏＴの導入パッケージ「ＩｏＴファストキット」を販売開始

㈱日立製作所は、発電所やデータセンターなどの重要インフラ設備向けに「ウォークスルー型爆発探知装置」を 2016 年 10
月から提供開始した。本装置では、本人認証として使用される ID カードに付着した微粒子を効率的に採取し、内蔵した装置
で分析することで、爆発物の有無を 3 秒で探知する。1 時間あたり最大で約 1,200 人の検査が可能であることから、通行者の流
れを妨げることなく検査することができる。本装置は、まず、発電所やデータセンターなどの重要インフラ設備でのセキュリ
ティ対策として導入をめざし、今後、空港や駅などの公共施設のほか、イベント会場での入場者セキュリティ対策など、公共
スペースへの適用を拡大することで安心・安全確保していく。

日立製作所が爆発物の有無を３秒で探知する「ウォークスルー型爆発物探知装置」を提供開始
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特集

総務省は、我が国の情報通信の現況及び情報通信政策の動向について国民の理解を得ることを目的とし
て、「情報通信に関する現状報告」（情報通信白書）を毎年作成・公表しています。昭和48年の第1回公
表以来、今回で44回目の公表となります。
今回の白書では、特集テーマを「IoT・ビックデータ・AI 〜ネットワークとデータが創造する新たな価値
〜」とし、IoT・ビックデータ・AI等の新たな ICTについて、その進展状況と社会全体にもたらす変化を
展望しています。本誌の特集では、「平成28年版 情報通信白書」418ページの中から業界関連を抜粋し
てご紹介いたしますので、詳細は総務省ホームページをご覧ください。

総務省が「平成28年版 情報通信白書」を公表しました
～情報通信に関する現状報告～

■平成 28 年版 情報通信白書の目次

第 1 部
　 特集　IoT・ビッグデータ・AI

　　　　 〜ネットワークとデータが創造する
　　　　　 新たな価値〜

第 1 章　ICT によるイノベーションと経済成長
IoT・ビッグデータ・AI 等新たな ICT による経
済成長への貢献経路について、供給面と需要面
から整理し、それぞれの経路について事例や企
業の取組状況等を交えながら、ICT が経済成長
に与える潜在的効果を定量的に検証。また、ICT
がもたらす非貨幣的価値（消費者余剰等）につ
いても考察。

第 2 章　IoT 時代における ICT 産業動向分析
経済成長への貢献が期待される ICT 産業につい
て、IoT の進展を踏まえた上で全体構造の整理
を行い、ICT 機器・サービスの各市場規模や成
長性、競争環境等について定量的に検証。

第 3 章　IoT 時代の新製品・サービス
IoT 時代の新たな ICT 機器・サービスとして、
現在注目されているフィンテック、シェアリ
ングエコノミー等を取り上げ、それぞれ認知度、
利用意向等国際消費者アンケートの比較を踏ま
えながら、それらの現状や課題等について分析。
また、医療、教育など公共分野における先進的
な ICT 利活用事例や、熊本地震における ICT 利
活用事例を紹介。

第 4 章　ICT の進化と未来の仕事
ICT の進化が雇用や働き方に与える影響につい
て概観した上で、急速な進歩を遂げる人工知能

（AI）を取り上げ、その現状や日米就労者アンケー
トの比較等を交えながら、今後必要とされるス
キルの変化と求められる教育・人材育成の在り
方について検証。

第 2 部　 基本データと政策動向

第 5 章　ICT 分野の基本データ
総務省実施調査の結果を中心に、我が国 ICT の
現状を示す最新データを幅広く紹介。

第 6 章　ICT 政策の動向
我が国の ICT 政策の最新動向を、総務省の取組
を中心に紹介。

■平成 28 年版 情報通信白書の公表方法
1．総務省ホームページへの掲載

URL：http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/
whitepaper/

2．書籍の販売
主要書店、政府刊行物サービスセンター及び官報
販売所で販売しています。

3．電子書籍の公開
紀 伊 国 屋 書 店「Kinoppy」、 楽 天「Kobo」 及 び
Amazon「Kindle」の各電子書籍ストアで無料公開
しています。

4．専用アプリの更新
スマートフォンやタブレットでの専用アプリを、
App Store 及び Google Play にて、無料公開してい
ます。

■お問い合わせ先
　総務省　情報通信国際戦略局　
　情報通信政策課情報通信経済室
　TEL：03-5253-5720
　FAX：03-5253-6041

［出典：「平成 28 年版情報通信白書」（総務省）
URL：http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/
h28/pdf/index.html］
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第 1 章 ICT によるイノベーションと経済成長

ICT は、新たな市場創造の源泉であり、革新的な商品・サービスが次々と開発・提供されている。ICT 分野
の商品やサービスには、ある商品やサービスが一度市場に広く行き渡ると、その商品やサービスをプラット
フォームとして派生的に新たな商品やサービスが創造され、その繰り返しにより新市場が多層的に形成され
ていくという（プロダクト・イノベーションの連続）特徴がある。

第 2 章 IoT 時代における ICT 産業動向分析

IoT 時代における Human-to-Object Communicatuin 端末としてウェアラブル端末が注目されている。ウェア
ラブル端末は、ウェアラブルカメラやリストバンド型活動量計、スマートウォッチなど製品種別が幅広く、
電子・電気メーカーだけでなく通信事業者、医療機器メーカー、スポーツメーカー等様々な業種が端末の開
発及び付随するサービスの提供に参入している。現在流通している主な製品を対象と機能で 4 つの領域に分
類することができる。
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第 3 章 IoT 時代の新製品・サービス

FinTech は、Finance（金融）と Technology（技術）を組み合わせた造語である。FinTech 分野に投資され
る金額は近年急激に増加している背景としては、スマートフォンが世界的に普及しいつでもどこでもイン
ターネットに接続可能となるなど ICT の技術革新・普及が進んだことなどのほか、FinTech 特有の点として
2008 年の世界金融危機の際、米国において既存の金融機関から解雇された従業員がベンチャー企業を立ち上
げ ICT を活用した革新的な金融サービスを提供し始めたことが挙げらる。

第 4 章 ICT の進化と未来の仕事

ICT の進展は、それまで人が行っていた業務を ICT が代替する雇用代替効果と、ICT を利活用することに
よる付加価値の向上や新規事業の創出によって雇用を増やす雇用創出効果の両面を持っている。
ICT の進展は人々の働き方にも大きな変革をもたらしつつある。例えば、テレワークによって場所にとらわ
れない働き方が可能になることに加えて、シェアリングエコノミーやデジタルファブリケーションの普及は、
個人が組織に属さずオンデマンド的に就労する機会を拡大しつつある。
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第 5 章 ICT 分野の基本データ

情報通信産業の実質国内生産額は 2014 年時点で 98.3 兆円である。その経済波及効果をみると、情報通信産
業の付加価値誘発額は88.3兆円、雇用誘発数は784.3万人となっており、我が国の産業の中でも最大規模となっ
ている。なお、1995 年時点では、情報通信産業の実質国内生産額は 63.3 兆円であり、その付加価値誘発額
は 57.0 兆円、雇用誘発数は 653.6 万人であった。情報通信産業は技術革新の影響が大きいため、雇用誘発力
よりも付加価値誘発力が強くなると考えられる。
1990 年第後半以降、鉄鋼や電気機械などの一般産業は、付加価値誘発額・雇用誘発数が横ばい傾向であるの
に対し、情報通信産業の誘発（特に付加価値額について）は2010年までに急激に上昇し、その後も高水準を保っ
ている。

第 6 章 ICT 政策の動向

東日本大震災の教訓を踏まえて、携帯電話等の電気通信サービスの途絶・ふくそう対策が行われているが、
災害時に医療・救護活動の「情報伝達・共有体制」を維持するためには、より確実に通信が可能となるよう
に非常用通信手段を確保しておくことが不可欠となっている。通信途絶時に備えた非常用通信手段の在り方
において、各都道府県の地域防災計画等では、災害医療・救護活動のための非常用通信手段やその運用ルー
ル等に関する具体的な記載に乏しく、災害時に必要な通信手段が量・質共に確保されているとは言いがたい。
これらを踏まえ、総務省は平成 27 年 11 月から「大規模災害時の非常用通信手段の在り方に関する研究会」
を開催している。
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企業における無線 LAN 導入がここ数年、本格化し
ている。会議室や待合スペースなどの部分導入から、
従業員の業務スペースを含む全社導入に踏み切ると
ころも少なくない。
　その背景として、スマートデバイスの業務活用
が急速に浸透していることが挙げられる。加えて、
2014 年 1 月に正式に標準化された IEEE802.11ac では、
256QAM 変調方式の採用や MIMO 方式の拡張により、
最大 6.9Gbps と初めてギガビットクラスの高速通信が
可能になったことも後押ししている。
　また、企業のみならず観光地や教育現場において
も、無線 LAN の普及を促進する動きが見られる。
　公衆無線 LAN のアクセスポイント（AP）は、携
帯電話事業者各社が競って設置したことで、駅や空
港、カフェなど主だった場所にはすでに行き渡って
いる感がある。とはいえ、外国人観光客が抱く不満
の一つに ｢無料公衆無線 LAN 環境の不足｣ が挙げ
られているように、改善の余地があることは否めな
い。このため、政府は 2020 年の東京オリンピック ･
パラリンピックに向けて、観光拠点や防災拠点の無
線 LAN 環境の整備を促進しているところだ。
　教育現場については、21 世紀にふさわしい学校教
育を実現する環境の整備を目指して、政府が 2017 年
度までに教室における無線 LAN 整備率を 100％にす
ることを目標に掲げている。
　こうした現状を踏まえ、ここからは技術動向、企
業や教育現場での無線 LAN 導入に関運した製品・ソ
リューションについて見ていくことにする。

技術動向
法人でも 11ac が主流
Wave2 で買い替え促進

　
最新規格の 802.11ac は、コンシューマー市場に一

足遅れる形で、法人向け無線 AP 市場でもようやく
主流となりつつある。
　IDC Japan コミュニケーションズグループマネー
ジャーの草野賢一氏は ｢法人向け市場における 11ac

の比率は、四半期ごとに着実に高まっている｣ と話
す。この傾向は今後も続き、年別の出荷台数予測で
は 2017 年に 11ac が 11a/b/g/n を逆転すると見る（図
表1）。
　11ac への移行を促すフックとなるのが、Wave2（第
2 世代）対応製品の登場だ。
　Wave2 は、①マルチユーザー MIMO（MU-MIMO）、
②チャネル幅の拡大、③空間ストリーム数の増加と
いう 3 つの機能を新たに備える。
　①の MU-MIMO は複数のアンテナと複数の搬送波
を使い、複数のデータ送受信を同時に行なうことで
高速化する技術｡ 特定の端末に向けて電波を発信す
るビームフォーミングとの組み合わせにより、1 対多
の同時通信を可能にする。
　従来のシングルユーザー MIMO（SU-MIMO）は、
複数の端末にデータ送信する場合でも通信は 1 対 1
で順番に行われるため、端末の多い環境では速度が
低下していた｡ MU-MIMO はこうした課題を解決し、
複数の端末が同時にアクセスする高密度環境でも安
定した通信速度を確保することができる。
　また、②では複数のチャネルを結合して 1 つの通
信に利用する ｢チャネルボンディング｣ のチャネル
幅が、従来の 80MHz から 160MHz に広がる｡ ③の空
間ストリーム数が Wavel の 3 から 4 に増えることと
合わせて、従来よりも高速な通信が行えるようになる。
　草野氏は ｢多くの人が同時に端末を利用しても快
適な高速通信を実現できるようになることから、法
人需要の喚起につながるのではないか』と予想する。
　さらに次世代無線通信規格として、60GHz 帯を利
用し理論値で最大 6Gbps の高速通信を実現する 11ad
が注目を集めている。
　ただ、60GHz 帯は高周波数帯であるため遮蔽物に
弱く、到達範囲が約 10m と短い。こうした特性から、
HDMI や USB などケーブルの代わりとしての役割を
果たす可能性が高いと見られる。

業界特集

無線ＬＡＮ導入は企業や学校、観光地などで引き続き拡大している｡ より安全に使いこなすために、ＬＡＮ環境
全体を統合管理するソリューションの需要が高まっている。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

拡大する無線ＬＡＮ市場
ＬＡＮ環境全体の統合管理に需要
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製品動向①
クラウド型管理が徐々に拡大

ルーターも含めＬＡＮ全体を管理
　

ここからは、無線 LAN の製品動向について見てい
くことにする。
　多くの企業にとって、無線 LAN の導入や運用にま
つわる負荷をできるだけ軽減したいというのが本音
だ｡ 特に IT 管理者のいないところではその傾向が強
い。
　そうした企業の間では、運用をアウトソーシング
できるクラウド管理型無線 LAN ソリューションが
徐々にシェアを伸ばしている。
　フルノシステムズの ｢UNIFAS Managed Server｣ は、
複数拠点のネットワークをソフトウェアで一括管理
する。クラウド上の仮想サーバーに導入することも
でき、自前で管理サーバーを設置せずに管理するこ
とが可能で、TCO を削減する｡ 飲食店など複数の小
規模拠点に無線 LAN 環境を構築したい業種や、テレ
ビ局のスタジオのように携帯電話網が使えない場所
での導入が多いという。
　日本ヒューレット ･ パッカード（HPE）は、クラ
ウド型の他に、従来のコントローラー型、コントロー

ラー機能を内蔵したインスタント ･ アクセスポイン
ト（インスタント AP）の 3 種類を提供する。
　ネットワーク事業統括本部パートナー第三営業部
担当部長の池田浩志氏は ｢ワンアーキテクチャをコ
ンセプトとしており、クラウド型からコントローラー
型やインスタント AP に移行したり、混在して使え
るのが強み」と話す。

例えば、ペーパーレス会議を目的として会議室の
みクラウド型で無線 LAN を導入し、その後、全社
展開する際にコントローラー型に移行するといった
ケースも見られるという。
　IDC Japan の草野氏はクラウド型無線 LAN につい
て「従来型と比べるとまだ市場は小さいが、19 年頃
には一定の存在感を発揮するまでになるだろう」と
予想する。

■ユーザー視点で状況を把握
無線 AP の機能が横並びになる中で、統合管理ソ

リューションで差別化を図る動きも見られる。
　HPE の ｢Aruba AirWave｣ は、同社の無線 LAN
製品だけでなく、他社の無線 LAN 製品およびルー
ターやスイッチも一括して監視を行う統合監視基盤｡
見えない無線を可視化する機能は他社からも提供さ

（図表1）国内企業向け無線アクセスポイント市場の規格別出荷台数

HPEの「Aruba AirWave」は迅速なトラブルシューティングにより、運用負荷を軽減する
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れているが、AirWave は単に AP の電波状態を見え
る化するだけでなく、過去にさかのぼって確認した
り、ユーザーの利用状況の健全性を常時監視し障害
の予兆を検知するなど ｢ユーザー視点｣ で状況を把
握できる点を特徴とする。
　HPE のユーザーのほとんどが大企業で、無線 AP
も 2 ケタ以上の大規模導入が中心だ｡ 無線 LAN 環
境にトラブルが発生した場合、原因を特定するに
はログで発生時の状況を検証することが必要だが、
AirWave は確認したい時間を指定して簡単に確認で
きる。このため、AirWave を目的として他社から乗
り換える企業が少なくないという。
　これに対し、中小企業における LAN 環境の統合管
理を重視するのがヤマハだ。
　ヤマハ楽器 ･ 音響営業本部音響事業統括部営業推
進部国内営業グループ国内営業担当課長の平野尚志
氏は、「多くの中小企業では IT 管理者が不在でコス
トもかけられず、つながればそれで OK という管理
が不十分な状況にある」と指摘する。
　同社は今年 4 月、中小企業を対象にした無線 AP

「WLX202] を発売した。
　3 万 9800 円（税別）という手頃な価格設定であり
ながら、大企業向けと遜色のない機能を備える。な
かでも運用管理機能が充実しており、1 台の無線
LAN コントローラーで最大 15 台まで一括管理する
ことが可能だ。
　さらにヤマハ独自の仕組みとして、ルーターやス
イッチ、無線 AP などの LAN 製品を連携させ、有線
／無線 LAN の配線状況や端末の状態を監視できる
｢L2MS｣ も提供している（図表2）。
　｢スナップショット｣ 機能を使い、L2MS コントロー

ラーから見えるネットワーク構成を記録しておくと、
不審なデバイスが無線 LAN に接続しているといった
変化を検知してアラートを飛ばすことができる。
　LAN 環境全体の状況を改善できるとあって、ルー
ターやスイッチ、POE、無線 AP を組み合わせた提
案が昨年以降、増えているという。

製品動向②
電子黒板との連携を実現

設定と配送の代行サービスも
　
　｢観光地と文教系は今一番、勢いのある市場｣ ―｡
無線 LAN ベンダー関係者は異口同音にこう語る。
　文教系については、総務省や文部科学省が 2020 年
を目途に全国の小中学校へのタブレット導入を目指
しているのに合わせて、無線 LAN 環境の構築を推進
している。
　教育現場の ICT 化に積極的な教育委員会では、傘
下の小中学校への導入をすでに終えており、その成
果を県内外の教育委員会に横展開している段階だ｡
今年度から来年度にかけて国家予算に補助金が盛り
込まれたことで、それほど熱心でない教育委員会も
重い腰を上げようとしている。
　ただ、生徒にタブレットを配布しただけでは ｢宝
の持ち腐れ｣ で終わりかねない｡ 文科省でもデジタ
ル教科書や動画を使ったわかりやすい授業を推奨し
ているが、タブレット活用ではコンテンツが重要に
なる。
　フルノシステムズの AP「ACERA｣ シリーズは、1
台からスタートして自由に拡張できること、また
2.4/5GHz 帯を同時に使用した場合に 1 台で最大 200

（図表2）L2MSのシステム概要
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台以上のデバイスの同時接続が可能であることから、
教育現場への導入が多い。
　9 月に発売される新製品 ｢ACERA950｣ は、電子黒
板と直結して画面表示する機能を新たに搭載する（図
表3）。先生の教材や生徒の発表資料といったタブレッ
トのコンテンツを教室の電子黒板やプロジェクター
にミラーリング表示することが可能になる。また、1
クラス 40 台のタブレットが安定してデータを取得し
たり接続できる ｢公平通信制御｣ や ｢干渉波フィル
タリング機能｣ を搭載しており、｢画面の切り替えが
素早く行え、動画もなめらかに再生するので、生徒
の集中力が途切れる心配がない｣ と広報室長の鈴木
智之氏は話す。
　教育委員会では公平性を重視して、管轄下のすべ
ての学校で一斉に無線 LAN を導入することが多い｡
そうなると夏期休瑕など同時期に工事が集中してし
まい、特に小中学校合わせて数百校以上あるような
場合、工事のスケジュールをいかに調整するかに頭
を悩ませることになる。
　ヤマトグループの一員で SIer のヤマトシステム開
発では、こうした課題の解消をサポートするサービ
スを提供している。
　無線 LAN 機器のキッティング作業や配送、設置、
遠隔監視をワンストップで請け負うというもので、
高度なスキルを要求される作業はシステム化し、作
業員が物流センター内で一連の作業を行う。このた
め、設定作業と配送作業を別々の会社に依頼するよ
りもリードタイムの短縮とコストの削減を実現する。
　また、常時 200 ～ 300 人の作業員を確保している
ので、複数の工事が重なっても柔軟に対処すること
ができるという。

■大教室でも死角の少ない無線環境
　小中学校における無線 LAN によるタブレット活用

は、多くても一教室あたり 40 台程度だが、大学の大
教室や講堂になると一部屋で最大数百台の端末を利
用することもある｡ 無線 AP も 30 台程度が必要だが、
それだけの規模ともなると、混信したり通信速度が
遅いといった状況に陥りがちだ。
　日立電線ネットワークスの無線 LAN ソリューショ
ンは、アンテナの代わりに微弱な電波を均一に放射
する漏えい同軸ケーブル ｢LCX｣ を使うことで電波
干渉を低減し、LCX 付近で安定した無線通信を行え
るというもの｡ 小セル化により高密度な無線 LAN を
実現するので、AP の台数を抑えながら死角の少ない
無線環境を構築する｡ 大教室では上下階との干渉も
課題になるが、LCX は上下間の電波干渉を抑制でき
る点も評価されているという。
　国をあげて教育現場への無線 LAN 導入を推進する
背景には、災害時における避難所としての活用も想
定していることが大きい。
　ハイテクインターの屋外用無線 AP/ ブリッジ
｢Propeller Outdoor Wi-Fi AP/Bridge｣ は、設置する
向きによって屋外用無線 AP とブリッジの両方に対
応するユニークな製品｡ 工場の建物間や線路またぎ
など離れた拠点間の無線ネットワーク構築に使われ
ることが多いが、94g と軽量で持ち運びしやすいこと
から、避難所となる体育館など学校施設のネットワー
ク環境のバックアップとしても提案していきたいと
いう。
　無線 LAN はインターネットや社内システムに接続
するための通信手段から、最近は位置情報との連携
による情報配信など付加価値を提供するインフラと
しても使われるようになっている｡ 今後、IoT（Internet 
of Things）が本格化すると、膨大な数のデバイスの
接続に有線だけでは対応しきれず無線 LAN も必須と
なるだけに、さらに市場が拡大することが予想される。

（出典：テレコミュニケーション September 2016）

（図表3）動画アクセスポイントのシステム構成例
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IT構築・運用サービスのパートナーをお探しの皆様へ

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

詳しい内容につきましては、
下記お問い合わせ先までご連絡ください。

①サーバ・クライアント構築
Windows・Linuxサーバー

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

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

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

物理層全般に渡る設計・施工
をご提供いたします。

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

インフラ設計・構築・保守まで一括サポートいたします
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新製品・新サービス

近年､ 特定の企業 ･ 組織を狙い打ちする標的型メールと呼ばれるセキュリティ攻撃が増加し､ 情報漏えいにつな
がる事件など､セキュリティリスクが増大しています｡ また､マイナンバー制度の導入により、企業のセキュリティ
のあり方も見直されてきています。
　2011 年から販売開始した ｢IT Policy N ＠ vi｣ は様々な業種のお客様で累計 15 万ライセンスにのぼるご利用をい
ただく中、ハードやソフト（ツール）導入による対策だけでなく､ 利用者のリテラシー向上策についてもご要望を
いただいていました。

そこで､ 富士通システムズ ･ ウエストと富士通エフ ･ オー ･ エムは、「セキュリティを守るには利用者のセキュ
リティ意識とリテラシーの向上」が重要であると考え、ヒューマンベースにおける対策強化として、「IT Policy N
＠ vi」と連動するセキュリティ e ラーニングの提供を開始しました。

【セキュリティ e ラーニングの特長】
1．受講状況管理は ｢IT Policy N ＠ vi｣ で簡単！

　パソコンのセキュリティ状況を診断するセキュリティ診断機能を用いて､ 管理者は受講状況を把握できます。
利用者には､ e ラーニングコンテンツの受講終了日が近くなると受講を終了していないパソコンのデスクトッ
プ画面に ｢注意｣ が通知され､ さらに近くなると ｢NG｣ が通知されるため、管理者は受講督促などの手間が
かかりません。

２．いつでもすぐに受講可能！
　クラウド上の ｢IT Policy N ＠ vi｣ から､ e ラーニングコンテンツが受講者のパソコンに自動的にダウンロー
ドされます｡ 受講者はパソコンにダウンロードされたコンテンツをいつでもどこでもすぐに受講できます。

３．「IT Policy N ＠ vi」で学習効果が見える！
　受講前後のセキュリティポリシー遵守状況を比較することで､ e ラーニング受講の学習効果を測ることがで
きます。

４．管理サーバ不要で､ 手軽に利用開始！
e ラーニングの管理サーバ導入が不要なため､ 短い導入期間で､ 安価に利用を開始できます。

富士通システムズ・ウェストと富士通エフ ･オー ･エムが
｢IT Policy N＠ vi｣と連動したセキュリティeラーニングを提供開始
株式会社富士通システムズ ･ ウエストと富士通エフ ･ オー ･ エム株式会社は､ 8 月 8 日より、企業や組織における IT ガ
バナンスの確立を支援するクラウドサービス ｢FUJITSU セキュリティソリューション IT Policy N ＠ vi（アイティーポ
リシーナビ）（以下、IT Policy N ＠ vi）｣ の強化策のー環として､ 連動する 4 種類の e ラーニングコンテンツの提供を
開始しました。
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【e ラーニングコンテンツ】
富士通エフ・オー・エムが提供するコンプライアンス系コンテンツ 4 種

なお､ 各コースは､ お客様のご要望に合わせて内容をカスタマイズすることができます（有償）。
＜カスタマイズ例＞
　・同業他社でのセキュリティ事故の事例を追加し､ 身近な例としで情報セキュリティの必要性を理解させる。
　・マイナンバー制度の基礎を学習した上で、自社の取り組みや規定を追加し学習させる。

【関連サイト】
・｢IT Policy N ＠ vi｣ 紹介サイト
　http://www.fujitsu.com/jp/fwest/itpolinavi/
・「IT Policy N ＠ vi　e ラーニングコンテンツ」紹介サイト
　提供する e ラーニングコンテンツ 4 種をご紹介します。
　http://www.fom.fujitsu.com/elearning /itpn/

【お問い合わせ先】
・「IT Policy N ＠ vi」に関するお問合せ先
　株式会社富士通システムズ ･ ウエスト
　ビジネスソリューション本部スマートコンテンツソリューション事業部 LCM サービス部
　電話 :06-4792-7710（直通）

・「IT Policy N ＠ vi　e ラーニングコンテンツ」に関するお問合せ先
　富士通エフ ･ オー ･ エム株式会社
　マーケティング本部商品企画 ･ 販売推進部
　電話 :03-5401-8314（直通）

コンテンツ名 内　容

1
事例で学ぶ情報セキュリティ対
策（IT PolicyN ＠ vi 対応版）

標的型メールなどの実際の事例を通してセキュリティリスクについて
学び､ ｢IT Policy N ＠ vi｣ のセキュリティ診断の確認方法や対処方法
を学習します。｢IT Policy N ＠ vi｣ の導入教育に最適です。

2 企業におけるマイナンバー制度
の理解と対応

マイナンバー制度の基本事項から､ 企業における正しい管理方法まで
を学習します。

3
よくわかる事例で学ぶコンプラ
イアンス

コンプライアンスとは何か､ セクハラ ･ パワハラ ･ 情報管理等の事例
を交えて学習します｡ 法令遵守の重要性を理解し､ コンプライアンス
の意識づけを行います。

4 事例で学ぶ個人情報保護 守るべき個人情報とは何か､ 個人情報の定義や管理方法に対する考え
方､ 注意点について事例を交えながら学習します。
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■募集要項
開校日：11 月 16 日

　講座名：ビジネスエコノミクス
　学習期間：週 2・3 時間程度、4 週間

■講座内容
　ビジネスの現場で起きている多くのことは、経済の
ロジックで見るとよくわかることがあります。経済学
の見方を習得する上でも、ビジネスの現場での事例を
使うことは有益だと思います。生きた経済の事例を使
うことで、より現実味を持って考えることができるか
らです。

本講座では、毎回のお話の中に具体的な企業や産業
の事例を入れて、それについて考えることでビジネス
エコノミクスの考え方を習得してもらうことを狙いと
しています。企業の価格設定の現場でどのような点が
重要視されているのか、値上げや値下げに関する苦労
話、複雑な価格設定の裏に潜んでいる企業の狙いなど
が、ケースを通じて語られます。

また、そうした事例研究を通じて、ゲーム理論、エ
イジェンシー理論、行動経済学（心理経済学）など、
最近多くの所で使われるようになっている手法につい
ても紹介します。ビジネスエコノミクスは経済学のロ
ジックで企業や産業や経営について分析することを目
的としています。ビジネスの現場で見かける様々な事
例というミクロ的な分析に加え、企業が直面する多い
なる経済構造の変化と、それへの対応というマクロ的
な分析も取り上げます。

第１週：マーケットを知る
・ビジネスエコノミクスとは
・吉野家は牛丼の価格をどう決めたのか
・なぜイタリアファッションは高いのか
・ユニクロの洋服が安い理由
・巧妙な価格差別

・アマゾンの料金で本当に儲かるのか
・価格引き上げのために必要なこと
・マーケティングとは価値の共有作業
・ストーリーマーケティングの威力
・出産時に購買行動が大きく変わる

第２週：競争戦略の手法について知る
・誰と競争をしているのか
・戦略的に考える（1）囚人のディレンマ
・戦略的に考える（2）協調の進化
・戦略的に考える（3）コミットメントのパワー
・戦略的に考える（4）なぜトップ企業は真似が上

手いのか
・人々の行動原理を探る
・値上げのための心理作戦

第３週：技術革新とグローバル化
　・第 4 次産業革命がビジネスを変える
　・長期ビジョンの重要性
　・変わる流通

・日本の自動車はウォークマンと同じ運命をたどる
のか

　・シェアリングの本命は人材活用
　・グローバル化とリージョン
　・変わる日本の産業構造
　・不透明化するグローバル市場
　・揺れる為替レートにどう対応するのか
第４週：企業組織と市場
　・市場か組織か
　・エイジェンシー理論
　・日本的経営の虚実
　・労働力不足が市場を変える
　・なぜ破壊的イノベーションなのか
　・ガバナンスと資金運用
　・コーポレートガバナンスの改革

■講師紹介
伊藤　元重 氏
経済博士。専門は国際経済学、ミクロ経済学。東京
大学大学院教授を経て 2016 年 4 月より学習院大学
教授、6 月より東京大学名誉教授。経済財政諮問会
議議員など政府の審議会等の要職を務め、政策の実
践現場で多数の実績を有する。

ドコモｇａｃｃｏが「ビジネスエコノミクス」開講

株式会社ドコモ gacco が提供する、オンライン講座提供サイト「gacco（ガッコ）」において、「ビジネスエコノミクス」
講座を 2016 年 11 月 16 日より開講いたします。ビジネスの現場をより理解するために実例をもとにした内容となっ
ております。詳細はホームページをご覧ください。（http://gacco.org/）
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本部研修　INFORMATION

本部

初級ネットワーク技術者研修 e-ラーニング版（情報ネットワークプランナー資格取得）

日程 平成 28 年 8 月より随時

申込み
方法

本部 HP「ITCA 本部主催研修」よりお申込み下
さい。申込受付後、受講料振込用「払込取扱票」
を送付します。
本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。

受講料

会員 14,040 円　一般 21,060 円
（Web 試験 1 回分・資格認定料含む・税込）
再試験は別途費用が発生（Web 試験のみ 3,240
円税込）

学習
方法

受講者キットを受領して、e-ラーニングシステムへの
登録後、Web で学習します。
全学習就業時間数：約 4 ～ 5 時間

目的
イーサネットや TPC ／ IP 等に関わる初歩的な技術
を習得し、ネットワークに従事する初級エンジニアの
養成。

問合
せ先

本部事務局
TEL：03-5543-2250　FAX：03-5244-9711
※詳細は本部ホームページ

（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。

対象者 IP 系基礎技術の習得を目指す初級エンジニア及びネットワーク技術スキルが必要な方・新人教育カリキュラム等

地方本部研修・セミナー　INFORMATION

関東

平成２８年度第２回定例講演会

日程 平成28年11月29日（火曜日）
参加費 無料

時間 13 時 30 分～ 16 時 30 分（開場 13 時）

会場
メルパルク東京　4F　孔雀の間

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

申込み
方法

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

研修
内容

1．アライドテレシスが目指す、ITソリューション・サー
ビス事業での協業
アライドテレシス株式会社
取締役　サポート＆サービス事業本部
　　原川　竹氏　様

2. 身近に忍び寄るサイバーセキュリティ攻撃
～経営課題としてのリスクと対策の考え方～
株式会社ラック
ビジネスアーキテクト
　　持田　啓司　様

（独立行政法人情報処理推進機構　中小企業情報
セキュリティ普及検討 WG 委員）

問合
せ先

関東地方本部事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711
※詳細は関東地方本部ホームページ（http://
kanto.itca.or.jp）をご覧ください。

定員（100 名）になり次第、受付を締め切りします。
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平成28年度優秀施工者国土交通大臣顕彰を
建設マスター６氏・ジュニアマスター３氏が受賞

国土交通省では、現場の第一線で「ものづくり」に
直接従事している方の中から、特に優秀な技能・技術
を持ち、後進の指導・育成等に多大な貢献をしている
建設技能者の方を対象として、平成 4 年より優秀施工
者建設大臣顕彰を、また平成 13 年度からは「優秀施
工者国土交通大臣顕彰」に名称を変更して授与してい
ます。平成 28 年度の被顕彰者 415 名のうち、「電気通
信工」部門では情報通信設備協会会員から 6 名が選ば
れました。優秀施工者は、建設工事における名人、親
方、師匠、熟練者であることから、通称［建設マスター］
と称されています。

また、平成 27 年度から 39 歳以下の優秀な建設技能
者を対象とした顕彰制度［建設ジュニアマスター］が
開始され、「青年優秀施行者土地・建設産業局長顕彰」
被顕彰者 106 名のうち、3 名が選ばれました。10 月 7
日（金）に東京都港区芝公園のメルパルクホールで顕
彰式典が開催され顕彰状が授与されました。

［建設マスター顕彰基準］
　①技術・技能が優秀であること。

②技術開発・施工の合理化を図り顕著な成績を挙げ
ていること、かつ建設工事に相当の実績のあるこ
と。

③後進の指導・育成に努めていること。
④工事施工において安全・衛生の向上に貢献してい

ること。
　⑤他の建設現場従業者の模範であること。

［建設ジュニアマスター顕彰基準］
　①技術・技能が優秀であること。

②技能・技術に関する工夫・改善に努め技術開発・
施工の合理化に貢献していること。

③将来その活躍が一層期待されること。
④工事施工において安全・衛生の向上に貢献してい

ること。
⑤勤務成績、日常行為等において他の建設現場従業

者の模範であること。

受賞者紹介
［優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）］
◎江平 真文 氏
会員名：サンワコムシスエンジニアリング株式会社（関
東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　電気、電気通信工事に多く係り、第一種電気工事士、
1 級電気工事施工管理技士、監理技術者資格者証（電
気通信）の取得など努力を積み、長年にわたって職務
の従事により養った電気、電気通信工事の知識技能を
有している。

◎岡部 武志  氏
会員名： サンワコムシスエンジニアリング株式会社（関
東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　電気、電気通信、管、無線設備工事に多く係り、第
二種電気工事士、第一種電気工事士、第 1 電気施工管
理技士、非常用予備発電電機装置工事、第一級陸上特
殊無線技士、監理技術者資格者証（電気・電気通信）、

ITCAvol36本文.indd   24 2016/10/26   14:57



25

2 級管工事施工管理技士の取得など努力を積み、長年
にわたって職務の従事により養った電気、電気通信、
管、無線設備工事の知識技能を有している。

◎小澤 殉 氏
会員名：株式会社群電（関東地方本部会員）
所在地：群馬県前橋市
主な推薦理由：
　電話設備、ネットワーク構築等の電気通信工事に係
わる工事に幅広く携わり、工事担任者 AI・DD 総合種
の資格取得など自己研鑚を積み、永年の職務従事によ
り培った知識・技能を有しており、特に電話交換機設
置、LAN 配線の技能に優れている。

◎清水 三喜男 氏
会員名：大和電設工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地：京都府京都市
主な推薦理由：
　多年に渡り、情報通信設備の設計・施工業務に従事
し、その蓄積された技術ノウハウは非常に広範囲で、
部門のリーダーになり、日々自己研鑚に努めている。
技能資格は、工事担任者 AI・DD 総合種、情報通信エ
ンジニア資格者証、第二種電気工事士等。

◎村北 治 氏
会員名：協和テクノロジィズ株式会社（関西地方本部
会員）
所在地：大阪府大阪市
主な推薦理由：
　入社以来、作業員経験から始まり技術者として多年
に渡り様々な形態のシステム建設に従事し、情報通信
設備またその建設に関わる技術ノウハウの蓄積は非常
に広範囲で、部長代理になってからも率先して現場に
携わり自らの技術を向上させ、自己研鑚に努めてい
る。技能資格は、危険物取扱者丙種、第二種電気工事士、
第一級陸上特殊無線技士等。

◎由井 晶 氏
会員名：株式会社立芝（中国地方本部会員）
所在地：広島市西区
主な推薦理由：
　長年に渡り、弱電設備とりわけ映像・音響設備の施
工に携わり高い技術力を持って高品質の施工・保守を
提供。技能並びに技術講習に積極参加するとともに資
格試験にチャレンジし有力資格を数多く取得。技能資

格は、第二種電気工事士、消防設備士甲種 4 類、1 級
電気工事施工管理技士等。

［青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰（建設ジュ
ニアマスター）］
◎松岡 一雅 氏
会員名：サンワコムシスエンジニアリング株式会社（関
東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　電気通信設備工事に多く係り、第二種電気工事士、
第一種電気工事士、第一級電気施工管理技士、第 2 種
あと施工アンカー施工士、監理技術者資格者証の取得
など自己努力を積み長年にわたって職務の従事により
養った電気通信設備工事の知識技能を有しており、優
良工場長表彰を 2 回受ける。

◎坪内 知子 氏
会員名：サンワコムシスエンジニアリング株式会社（関
東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　通信設備の保守・維持工事に多く係り、資格・訓練
にも積極的に取り組み、自己努力を積み長年にわたっ
て職務の従事により養った通信設備工事の知識技能
を有している。平成 25 年度 1 年間に亘りコールセン
ターのリーダーとして貢献したことに対し、会社表彰
で「ベストプロジェクト賞」を受けている。技能資格
は、IXCE ライセンス D1 種、第 1 級陸上特殊無線技士、
工事担任者 AI・DD 総合種等。

◎木山 晶 氏
会員名：大和電設工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地：京都府京都市
主な推薦理由：
　入社以来、情報通信エンジニアとして通信機器の設
置工事に携わり、社会の技術改革は日進月歩進歩する
中、自己の技術力の向上を図るため、新機種を取り扱
う為のライセンスの取得や電気通信設備工事に必要な
資格の取得にも努め、部門の職長として中心的な役割
を果たし、更に、常に自己研鑚に努めている。技能資
格は、第二種電気工事士、工事担当者 AI・DD 総合種、
電気通信主任技術者等。
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総務財務委員会
委員会役職 氏名 本部役職 地方役職等 会社名
委員長 井上　新一 副理事長 東海地方本部長 第一電話設備㈱
副委員長 阿部　准定　 理事 九州地方本部長 ㈱キューオキ
委員 今井　秀昭 理事 関東地方本部長 東邦通信工業㈱
委員 高橋　正和 関東地方幹事 神田通信機㈱
委員 酒井　章治 東海地方幹事 一宮電話興業㈱
委員 栩谷　晴雄 副理事長 関西地方本部長 大和電設工業㈱
委員 関東　範一 東北地方本部 ㈱エボットサービス

広報委員会
委員会役職 氏名 本部役職 地方役職等 会社名
委員長 栩谷　晴雄 副理事長 関西地方本部長 大和電設工業㈱
副委員長 松山　仁 理事 関東地方副本部長 日本通信設備㈱
委員 山田　恭郎 東海地方副本部長 三友電子㈱
委員 岸村　智志 関西地方副本部長 三和通信工業㈱
委員 渡邊　秀治 四国地方副本部長 ㈱イオタオーエーシステム

教育委員会
委員会役職 氏名 本部役職 地方役職等 会社名
委員長 藤田　義明 理事 東海地方副本部長 ㈱ＴＴＫ
副委員長 長谷川　浩正 理事 関東地方副本部長 日興テクノス㈱
委員 塚本　豊 理事 関東地方幹事 レイコム㈱
委員 河内　康志 信越地方幹事 北陸電々㈱
委員 西部　伸治 東海地方本部 ㈱テレコムメイワ
委員 髙木　健 関西地方幹事 タカギエレクトロニクス㈱
委員 森山　孝 中国地方幹事 大成ナグバス㈱

業務委員会
委員会役職 氏名 本部役職 地方役職等 会社名
委員長 今井　秀昭 理事 関東地方本部長 東邦通信工業㈱
副委員長 髙瀬　幸雄 理事 関東地方幹事 埼玉アンテナシステム㈱
委員 石田　延章 信越地方幹事 石田通信機㈱
委員 恒川　純次 東海地方監事 朝日電気工業㈱
委員 田中　優治 北陸地方副本部長 かがつうシステム㈱
委員 吉本　幸男 理事 関西地方常任幹事 エフビットコミュニケーションズ㈱
委員 吉川　正明 中国地方副本部長 ㈱立芝
委員 麓　　譲 四国地方幹事 エース電子サービス㈱
委員 阿部　准定　 理事 九州地方本部長 ㈱キューオキ
委員 加島　章義 東北地方幹事 ㈱協和エクシオ東北支店
委員 酒井　康彦 北海道地方監事 都築電気㈱　北海道支店

平成28年度　委員会名簿

6月9日（木）に開催された第61回定時総会において新たに本部役員が選任されたことに伴い、次のとおり平成28年度の
常設委員会メンバーが決定しました。
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LAN認定会員のご紹介

LANの設計・ 施工に関する技術・ 知識と実践力を認定する「LAN認定」に10月31日現在で104社の会員企業が認定さ
れています。

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

認定番号 会員名 所属 電話番号
0063 ㈱共友通信 東海 052-413-0016
0064 東陽工業㈱ 関東 03-5402-6561
0065 新日本通信工業㈱ 北海道 011-271-3883
0066 協和テクノロジィズ㈱ 関西 06-6363-8833
0067 扶桑電通㈱金沢営業所 北陸 076-231-1288
0068 浅沼通信㈱ 関東 03-3715-6101
0069 日本電話サービス㈱ 関東 03-3378-7781
0070 ㈱でんでん 中国 086-425-5111
0071 日本通信設備㈱ 関東 03-3862-6451
0073 東邦通信工業㈱ 関東 03-5362-5111
0074 ㈱トーエイビジコム 関東 03-3438-2421
0075 東邦建㈱ 関東 0283-24-5556
0076 ㈲フォーネット通信 北海道 0155-20-2070
0077 ワツコ㈱ 関西 06-6925-5681
0078 扶桑電通㈱岡山営業所 中国 086-224-3368
0079 ㈲相模電話工業 関東 045-321-9700
0080 大栄電子㈱ 関東 045-321-8461
0081 ㈱立芝 中国 082-230-3711
0082 土佐通信システム㈱ 四国 088-883-0250
0083 NDS ㈱ 東海 052-263-2213
0085 サンコムテクノロジ㈱ 関東 03-5924-7051
0086 五十嵐通信機㈱ 関東 042-740-2211
0087 ㈱アイ・エヌ・ジー 関西 06-6451-5851
0088 三和通信工業㈱ 関西 06-6266-3211
0089 北第百通信電気㈱ 北海道 011-551-1712
0090 ㈱ジョーエイ 関東 03-3466-1351
0091 三和通信工業㈱東京支店 関東 03-5840-8101
0092 品田通信電設㈱ 信越 0257-22-0011
0093 ㈲綱島通信 中国 086-463-2244
0094 ㈱キューオキ 九州 092-584-5111
0095 ㈱ソルコム 中国 082-504-3386
0096 ㈲ pcworld 九州 0997-55-0011
0097 クリエイティブリンク㈱ 中国 086-903-3040
0098 日本ビジネス機器㈱ 東海 052-503-0528
0099 ㈱ネット・エックス 中国 082-531-2255
0100 ㈱綜合エンジニアリング 関東 03-3438-3333
0101 石渡電気㈱ 関東 03-3271-5151
0102 埼玉アンテナシステム㈱ 関東 048-883-8880
0103 丸登電業㈱ 信越 0266-23-4833
0104 ㈱カナック・ビジネス・ソリューション 四国 087-813-9003
0105 ㈱三陽電設 関西 06-6349-5511
0106 千代田電子システム㈱ 東海 052-412-7111
0107 浜松通信施設㈱ 東海 053-438-1000
0108 東條テレコム㈱ 東北 022-288-5971
0109 ㈱トキワ 関東 029-248-1625
0110 ㈱カナック 四国 086-245-4811
0111 ㈱ KDcom 関東 028-651-6580
0112 ㈱サンテレコム 関東 055-221-1144
0113 ㈱大協通信 九州 099-239-8498
0114 中国電設工業㈱ 中国 082-241-0111
0115 近畿通信設備㈱奈良保守センター 関西 0742-34-0731
0116 ㈱サンユウ 関東 027-254-8356
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28

新会員（平成28年9月1日~平成28年10月31日）

■通常会員
◎　会社名　　株式会社ティーエスピー東北　　
　　　　　　　（平成28年8月31日入会）　　
　　所在地　　岩手県滝沢市　
　　代表者　　菊地　徳久　　
　　TEL　　　019-699-3434
　　事業内容　電気通信設備及び電気設備、
　　　　　　　消防設備の設計・施工・保守
　　URL　 　  http://tspt.co.jp

◎　会社名　　寿電設株式会社　　
　　　　　　　（平成28年10月5日入会）　　
　　所在地　　京都府京都市　
　　代表者　　廣岡　伸洋　　
　　TEL　　　075-572-5319
　　事業内容　ネットワーク構築・ITインフラ整備工事・
　　　　　　　各種電話設備工事・電気工事・
　　　　　　　太陽光発電工事・監視カメラ施工等
　　URL　 　  http://www.d-kotobuki.co.jp

◎　会社名　　ビジネス・アサイン株式会社
　　　　　　　（平成28年10月17日入会）　
　　所在地　　神奈川県横浜市
　　代表者　　小林　英実
　　TEL　　　045-550-4061
　　事業内容　AI活用によるビッグデータ分析ソリュー

　　　　　　　　ション、セキュアネットワーク構築、
　　　　　　　ICT/IoT製品販売
　　URL　 　  http://www.b-assign.com/

◎　会社名　　寿電設株式会社　東京支店
　　　　　　　（平成28年10月17日入会）　
　　所在地　　東京都大田区
　　代表者　　平賀　智治
　　TEL　　　03-3298-1188
　　事業内容　ネットワーク構築・ITインフラ整備工事・
　　　　　　　各種電話設備工事・電気工事・
　　　　　　　太陽光発電工事・監視カメラ施工等
　　URL　 　  http://www.d-kotobuki.co.jp

◎　会社名　　株式会社大崎コンピュータエンヂニアリ
　　　　　　　　ング　千葉支店　　
　　　　　　　（平成28年10月26日入会）　　
　　所在地　　千葉県千葉市　
　　代表者　　堀　裕二　　
　　TEL　　　043-246-3685
　　事業内容　行政情報システムの設計・開発・運用・
　　　　　　　保守、情報通信・電機設備・
　　　　　　　計測制御システムの設計施工
　　URL　 　  http://www.oce.co.jp/

◎　会社名　　松田通信設備株式会社　　
　　　　　　　（平成28年10月26日入会）　　
　　所在地　　岡山県岡山市　
　　代表者　　松田　浩茂　　
　　TEL　　　086-222-0808
　　事業内容　電気工事・電気通信設備の工事
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〒104-0042　東京都中央区入船2-9-5　HKビル5階
電話：03-5543-2250 ＦＡＸ：03-5244-9711
E-mail：info@itca.or.jp ＵＲＬ：http://www.itca.or.jp

■FRONT VOICE
　トータルインテグレーションで、お客様の企業価値向上に貢献　
　東芝情報システム株式会社　SI ソリューション事業部　SI 営業第四部　参事　二宮 敏明
■地方本部だより
　海外から観た北陸の魅力　
　一般社団法人情報通信設備協会　北陸地方本部　指江 雅夫
■特集
　総務省が「平成28年版 情報通信白書」を公表しました
　～情報通信に関する現状報告～
■業界特集
　拡大する無線LAN市場　LAN環境全体の統合管理に需要
■新製品・新サービス
　①富士通システムズ・ウエストと富士通エフ・オー・エムが「ＩＴ Policy N@vi」と連動した
　　セキュリティeラーニングを提供開始
　②ドコモｇａｃｃｏが「ビジネスエコノミクス」開講
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関東地方本部 〒104-0042
 

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

信越地方本部 〒950-0031
 

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

 

全国地方本部

東海地方本部 〒460-0011
 

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

北陸地方本部 〒920-8515
 

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

関西地方本部 〒550-0002
 

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

中国地方本部 〒734-0007
 

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

四国地方本部 〒791-8013
 

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

九州地方本部 〒811-1302
 

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

東北地方本部 〒980-0821
 

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

北海道地方本部 〒064-0920
 

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

本年3月号の特集で企業経営向け
に「サイバーセキュリティ経営ガイドラ
イン」を取り上げましたが、個人におけ
るサイバーセキュリティは、どんな事例
があるのか興味を持たれている方に
一田和樹氏の小説をご紹介します。
一田氏は、日本における本格的なサイ
バーミステリーの先駆者といわれ、か
つてサイバーセキュリティの仕事をし
ていました。現在でも英語と日本語の
書籍や記事、SNSなどの情報を集め
て、常に最新の情報をもとにネット犯罪
を描いています。特徴は、エンターテイ
メントなストーリーとセキュリティ用語を
織り交ぜた初心者にも判りやすいテキ
スト的な小説です。読書の秋に勉強も
兼ねてサイバーミステリーの世界に
浸ってみてはいかがでしょうか。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　栩谷　晴雄

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

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