
〒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
　成長市場領域への対応　
　沖電気工業株式会社　情報通信事業本部　IoTプラットフォーム事業部　事業部長　井上 肇
■地方本部だより
　長岡まつり　日本三大花火大会　
　株式会社東西電機商会　代表取締役　西山 修
■特集
　第63回定時総会模様
　第63回定時総会懇親パーティー模様
■業界特集
　無線との使い分けで強みを発揮　IoTで再び注目集まるHD-PLC
■新製品・新サービス
　バッファローが通信の混雑を解消する「バンドステアリング」対応
　11ac3×3Wi-Fi ルーターを発売

   

Information & Telecommunication Equipment
Constructor's Association

2017.7  vol.40

一般社団法人 情報通信設備協会



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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FRONT VOICE

沖電気工業株式会社　情報通信事業本部
IoTプラットフォーム事業部
事業部長　井上 肇

成長市場領域への対応

盛夏の候、貴社ますますご清栄のことお慶び申
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。

2016 年度後半は、個人消費の回復の鈍さはあっ
たものの、海外経済の持ち直しを受けた企業業績
の回復が見られたと思います。

今年度は、海外経済の回復や国内の設備投資の
増加、経済対策に伴う公共投資の執行が押し上げ
要因となり、景気が回復し、明るい一年になると
思われます。

ビジネスホン・PBX 市場も微増の見込みで安
定需要が継続するものと見込まれています。いく
つかの成長領域に対して、適切なご提案を行うこ
とで、ビジネスチャンスが拡大するものと思いま
す。

近年のスマートフォンの普及に伴い、多機能電
話機のデザインは、フォルム・色調ともに、オフィ
スに溶け込みやすいものが好まれています。デス
クの有効活用の観点から狭いスペースでも設置可
能なものが求められています。

また、お客様の環境への配慮の高まりから、エ
ネルギー効率の良い情報設備機器の供給も私たち
メーカに求められている点だと認識しています。

成長領域へのご提案に関しては、以下のいくつ
かの利用シーンやニーズの変化を想定しています。
　

1 つが、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）

等の介護施設での利用を想定した、内線機能の通
話録音への要望です。通話録音はもっぱら外線通
話に用いられるものでしたが、内線通話において
も、施設の入居者と、そのサポートを行うスタッ
フとの通話を録音し、生活相談等の対応履歴とし
て保存することが求められています。

単にエビデンスとして録音するだけでなく、通
話内容から、適切な対応が行われているかを確認
し、サービスの品質向上に役立てることも可能で
す。なお、ホテルの客室とフロントとの間の通話
など、様々な業種でも同様のご要望がございます。

2 つ目は FMC 対応へのニーズになります。
FMC サービスは中小企業様にも浸透し始めてお
り、モバイルワークのご提案に有効なものとなり
ます。

最後は、訪日外国人の増加に沸くホテルの領域
です。ウェイクアップコールなど、多言語への対
応が求められています。

　弊社では、今年度 4 月に、こうした市場のニー
ズに対応する中小企業様向けのビジネスホンの新
製品を 4 年ぶりにリリースし、多機能電話機も一
新いたしました。

ビジネス環境が急速に変わる中、多くの経営者
の皆様は非連続の変革を実現したいと考えておら
れ、引き続き ICT を活用した貢献ができるよう
に尽力して参る所存です。今後ともよろしくお願
いいたします。
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地方本部だより

■前夜祭
昼行事：市内事業所 ･ 小中学校の生徒による吹奏

楽 ･ 消防署職員による音楽隊パレード等
盛り沢山の行事が行われます。長岡市内
外の企業、団体のブースの出店がありお
子様からお年寄りの皆さんが充分楽しめ
ると思います。

夜行事：市内各社 ･ 町内会 ･ 子供会の参加による
民謡流し（長岡甚句）神輿行事等盛大に
開催されます。民謡流しは自由参加がで
き近年外国人の人たちも参加しています。

■長岡大花火大会
県内は他に小千谷片貝祭り（四尺玉花火）、祇園柏

崎祭り（海上花火）と越後三大花火まつりが有ります。
年々大型化で競うことがあったようですが、危険が
伴うことで長岡の三尺玉 ･ 片貝の四尺玉で地元では
競うことなく落ち着いています。有名花火師が選ぶ
花火大会でも首位を獲得したこともあり県内外の企
業の協賛をいただき毎年大勢の人たちに鑑賞して頂
いています。

■長岡祭り見どころ花火
●ワイドスターマイン

５色のスターマイン同時打ち上げ

●天地人花火
　直江兼続をモデルにした大河ドラマ「天地人」
NHK 放映を記念して打ち上げられた。

信越地方本部　新潟県長岡市からの紹介です。新潟県は南北に長く長岡市は、ほぼ県の中心に位置するところ
です。春夏秋冬の季節の移り変わりがはっきりし、夏の暑さは全国とあまり変わりはありませんが、冬の豪雪は
全国的にも知られている地域です。
長岡花火大会は、海軍大将山本五十六の出身地が長岡という理由から空襲（1945年8月）を受け、甚大な被害か
らの復興を祈願して開催されたのが始まりです。また2004年10月に「中越地震」が起こり山古志村の地滑り
では川がせき止められ家が水没するなど大きな被害を受けました。これらの復興を祈願するための花火大会で
もあります。長岡花火は日本三大花火である秋田の大曲、霞ケ浦の土浦と比べて引けを取りません。このよう
に空襲、自然災害からの慰霊、復興を願う性格の強い花火大会と言われています。長岡祭りは毎年8月1日から
8月3日に前夜祭･昼行事 ･大花火大会と行われます。2日間の花火鑑賞での人出は約100万人にもなり長岡の
人口の約5倍の人たちが夏祭り ･花火大会を満喫して頂いています。

長岡まつり　日本三大花火大会
株式会社東西電機商会　代表取締役　西山　修
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●ナイアガラスターマイン
　信濃川に掛かる長生橋・長岡大橋を通行止めにし
てスターマインと同時打ち上げナイアガラをイメー
ジした花火です。

●正三尺玉花火
　昔は三尺玉打ち上げの際、消防署のサイレンとと
もに市内の照明を消灯して打ち上げました。近年、
防犯上のうえ消灯はしませんがそれだけに豪華絢爛
花火です。

●フェニックス花火
　毎年感動して鑑賞できる花火です。復興祈願花火
として称賛できます。中越地震の翌年花火大会の賛
否両論もありましたが実施し、平原綾香のデビュー
曲 Jupiter にあわせて打ち上げます。感動の花火です。

●メッセージ花火
　ユニークなのは個人で資金を出し合い、卒業生一
同が先生への謝恩、子供が生まれた、恋人へのメッ
セージ、受験に合格したなど放送してから打ち上げ
ます。所々で笑いが。

● 10 号連発花火
　10 号尺玉 100 連発は見どころがあります。
　日本一長い信濃川の右岸左岸の河川敷で鑑賞でき
る長岡大花火は毎回趣向をこらした花火も打ち上げ
られ、いろいろな思いをもって見ることができます。
機会がありましたら是非一度は長岡花火大会を堪能
しいただければ、夏の思い出になるかと思います。

●花火を打ち上げる煙火筒

■長岡花火公式ウェブサイト
　http://nagaokamatsuri.com/
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業界ニュース　4月 

IDCJapan ㈱は、国内ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）サービス市場予測を発表した。
2016 年の国内 BPO サービス市場は前年比 4.9％増の 7,017 億円となり、2016 年～ 2021 年の年間平均成長率は 3.7％、

2021 年の同市場規模は 8,427 億円と予測している。2016 年の国内 BPO サービス市場の主要 4 セグメントのうち、前
年比成長率が最も高かったセグメントは、調達／購買 BPO サービス市場だった。人事 BPO サービス市場は、新卒
人材の確保や定着のために福利厚生を重視する企業が増加していることを背景とした福利厚生業務の好調にけん引
されて、2016 年は調達／購買に迫る成長率を示した。カスタマーケア BPO サービス市場は、音声通話ベースのサー
ビス需要の低下などが響き、成長率が暫く伸び悩んでいたが、デジタルマーケティングの実用化をきっかけにマルチ
チャンネル対応への需要が拡大し、さらにテクノロジーの進歩により音声電話もデジタルマーケティングに活用しや
すくなったことから、コンタクトセンターの有用性が改めて見直されている。財務／経理 BPO サービス市場は、サー
ビスの利用が比較的早くから進んでいたことから既に需要が一巡しているとみられ、そのため安定してはいるもの
の、成長率は低くなっている。国内 BPO サービス市場は、慢性的な人材不足に加え、デジタルトランスフォーメーショ
ンの進行などにも後押しされ、堅調な成長と続けている。

ＩＤＣＪａｐａｎが国内ＢＰＯサービス市場予測を発表

NEC プラットフォームズ㈱は、Wi-Fi 最近規格 IEEE802.11ac 対応の
Wi-Fi ホームルータ「Aterm」において、3 ストリームと 2 ストリームの
ラインナップを強化した。5GHz 帯で最大 867Mbps の 2 ストリーム高機能
モデル「Aterm WG1200HP2」を 2017 年 4 月 13 日より発売した。新商品は、
動作中に電波状態のよい最適なチャンネルに自動的に切り替える「オート
チャンネルセレクト」機能を搭載した。また、Wi-Fi が使用する周波数帯
の 5GH ｚ帯と 2.4GH ｚ帯の電波強度等を自動判別し、最適な周波数帯に
切り替える「ハンドステアリング」機能と併せることで、安定した高速通
信を実現する。さらに、“Wi-Fi の見える化 ” および “ 不正アクセスの検知 ”
を実現する「見えて安心ネット」を搭載した高機能モデルである。
（URL: https://www.necplatforms.co.jp/press/201704/20170405_01.html）

ＮＥＣプラットフォームズが１１ac対応Ｗｉ－Ｆｉホームルータ「Ａｔｅｒｍ」において、３ストリーム／２ストリー
ムの高機能モデルを発売

Aterm WG1900HP　   Aterm WG1200HP2

NTT コミュニケーションズ㈱は、2017 年 6 月より、企業向けモバイルネットワークサービスにおいて、IoT で利
用する通信を一元的・効率的に管理運用するための機能を拡充する。NTTcom が有する Software Defined 技術によっ
て、多数の機器による通信の一括管理や、柔軟な設定変更ができるポータルサイトを提供するほか、多彩な API の
提供により様々な機能やアプリケーションとの連携を実現する。これにより、IoT を利用する企業のみならず、自ら
IoT サービスを提供する事業者も、IoT に必須の要素であるモバイル通信をより効率的に、そして効果的に活用する
ことが可能となる。これらの機能は、VPN によるセキュアな接続を行う「Arcstar Universal One モバイル」および
インターネットによる接続を行う「OCN モバイル ONE for Business」にて利用できる。
（URL: http://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2017/0413.html）

ＮＴＴコミュニケーションズが企業向けモバイルネットワークサービスにおいてＩｏＴ対応機能を拡充

NTT 東日本は、企業の管理者にて保有端末のウイルス対策設定に関する一元管理を実施可能な、法人向けクラウ
ド型ウイルス対策サービス「おまかせアンチウイルス」を 2017 年 4 月 24 日より提供開始した。本サービスの導入で、
パソコンやタブレット等の端末のウイルス対策サービスはもちろん、NTT 東日本によるウイルス感染状況の監視や、
万が一のウイルス感染時の通知および駆除、セキュリティ設定の代行、セキュリティ対策効果のレポート提供といっ
たサポートを利用できる※ 1 ため、より安心・安全なセキュリティ対策が可能となる。本サービスの提供開始に伴い「IT
サポート＆セキュリティ for　MA」については、2017 年 6 月 30 日に新規申込受付を停止し、2018 年 6 月 30 日にサー
ビス提供を終了する。

※ 1「おまかせアンチウイルス ライト」ではウイルス感染状況の監視やセキュリティ設定の代行等のサポートは利用できない。
（URL: https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20170405_01.html）

ＮＴＴ東日本が法人向けクラウド型ウイルス対策サービス「おまかせアンチウイルス」の提供開始
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ソニー㈱は、電子文書をまるで紙のように読み書きできることを追求したデジタルペーパー「DPT-RP1」を 2017
年6月5日に発売した。本機は、重さ約349ｇ、厚さ約5.9ｍｍで、A4サイズ相当となる13.3インチ（1650×2200ドット）
の高解像度電子ペーパーディスプレイを搭載した世界最薄最軽量のデジタル端末である。内蔵メモリーに約 1 万ファ
イルの電子文書を PDF 形式で保存でき、大量の電子文書を手軽に持ち運ぶことが可能である。前機種よりもページ
送り速度を最大約 2 倍に高めるなど、読みやすさを向上させた。図や表などを瞬時に拡大することも可能である。ま
た書き味については、新規に独自開発したノンスリップパネルを画面に採用し、ペン先の滑りを抑え、適度な抵抗感
を持たせることで、より紙に近い書き心地を実現している。Webサイトより無償でダウンロード可能なPCアプリケー
ション「Digital Paper App」を用い、ワイヤレス通信でも本機とパソコンの間での PDF ファイルの出し入れや管理
を簡単に行える。価格：オープン価格
（https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201704/17-032/index.html）

ソニーが読みやすさと書き味を大きく進化させたデジタルペーパー「ＤＰＴ-ＲＰ１」を発売

パナソニック ES ネットワーク㈱は、雷サージ耐性を強化し、全ポートギ
ガビット対応で、1 ポートあたり 30W まで給電が可能な PoE Plus 給電スイッ
チングハブ「SK-EML8TPoE+」を 2017 年 4 月 24 日から発売した。本製品は、
主に学校 ICT の無線 LAN ネットワーク構築用として新しく開発したスイッチ
ングハブになる。幅広い分野でのシステム開発を展開している Sky ㈱の学習
活動ソフトウェア「SKYMENU Class2017」と連携したもので、よりセキュア
な運用を可能にする。本製品は、「SKYMENU Class2017」の画面上から PoE 給電のスケジュールを制御することが
可能である。災害発生時などの緊急時に無線 LAN アクセスポイントへの給電を常に ON にすることで、直ぐに公共
用として無線 LAN 環境を開放できる。また、放課後など授業がない時間帯は PoE 給電を OFF にし、無線 LAN ア
クセスポイントを停止することで、外部からの不正侵入を抑止する。また、ループ接続によるネットワーク障害も最
小限に抑えることが可能である。希望小売価格：155,400 円（税抜・工事費別）
（URL: http://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/04/jn170411-1/jn170411-1.html）

パナソニックＥＳネットワークスがＰｏＥ Ｐｌｕｓ給電スイッチングハブ「ＳＫ－ＥＭＬ８ＴＰｏＥ＋」を新発売

SK-EML8TPoE+

総務省は地方公共団体情報システム機構（J-LIS）を装った不審なメールについて 2017 年 4 月 7 日に注意喚起を行っ
た。内容は、J-LIS を装った不審な電子メールが届いたとの問い合わせが寄せられ、J-LIS ではこのような電子メール
は送付してないので、このような不審なメールを受け取られた場合、リンク先にアクセスしたり、添付ファイルを開
いたりしないように注意喚起をした。

連絡先：総務省自治行政局住民制度課　TEL:03-5253-5517（直通）
（URL: http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000261.html）

不審なメールの概要
①タイトル：「マイナンバー：新年度更新手続きについて」
②内容：［お知らせ］新年度更新手続きについて　新年度更新に伴いましてマイナンバー制度の更新が必要となっ
ております。下記［地方公共団体情報システム機構（J-LIS）］ページよりご確認の上、更新申請を行われてくだ
さい。※以下、URL が記載

総務省が地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）を装った不審なメールに注意喚起

シスコシステムズ合同会社は、2017 年 4 月 21 日に国内における情報セキュリティ人材育成のための「サイバーセ
キュリティ スカラシップ」プログラムを創設すると同時に、その運営母体として、複数の参画企業／団体と共に、「サ
イバーセキュリティ人材育成コンソーシアム」を設立したことを発表した。本プログラムは、サイバーセキュリティ
の基礎知識を身につけることを目的とした、セルフラーニングによる入門コース、今後のキャリア・職務を見据えた
知識とスキルを身につけることを目的とした、インストラクターによる研修とハンズオントレーニングによる基礎コー
ス、さらに、実践的なセキュリティ対策／解析手法を身につけ、即戦力になる人材を目指す応用コースから構成される。
（URL: https://apjc.thecisconetwork.com/site/content/lang/ja/id/7420）

シスコが国内における情報セキュリティ人材育成のための「サイバーセキュリティ スカラシップ」を創設
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業界ニュース　5月 

　㈱バッファローは、2017 年 5 月 1 日よりハードディスク、SSD などストレージ製品のデータ復旧事業に参入した。
サービス拠点「データ復旧センター」では、製品の状態と復旧の可能性をその場ですぐに無料診断する。対象製品と
障害レベルに応じたリーズナブルな一律固定料金※を設定、費用見積りの事前提示を行う。自然故障のほか、誤って
消去してしまったデータの復旧にも対応する。当面はバッファロー製品を対象にサービスを実施。軽度論理障害によ
るデータ損失について製品保証期間内であれば無償で対応する。将来は他社製品も含めすべてのストレージ製品に対
してサービスを展開する予定。無償対応を受けるには製品のユーザー登録が必要である。※重度レベルの障害は別途
見積り（見積り無料）
（URL: http://buffalo.jp/news/2017/05/01_01/）

バッファローがデータ復旧事業に参入～リーズナブルな価格体系、保証期間内は無償対応～

クレーム対応サービス商品の取扱代理店管理業務を行う㈱ C-SOS は、自社開発したクレームサポートアウトソー
シンサービスのノウハウをケーススタディで紹介していくオウンドメディア「クレーム対応ドットコム」を 2017 年
5月9日オープンした。本サイトは、発生したクレームを場当たり的に対処するのではなく、状況に応じて最適なクレー
ム対応を行い「感動の顧客体験」を実現させ、企業とお客様のより良い関係を再構築するために必要なクレーム対応
のプリンシプル（原理原則）を提供している。コンテンツは、①クレーム対応 Tips　②クレームを宝に変えよう　
③クレーム現場より　④データから見るクレーム対応　

ホームページ URL：http://www.media-claim.com/

Ｃ-ＳＯＳがクレーム対応サービスについて紹介する「クレーム対応ドットコム」をオープン

富士通㈱は、920MHz 帯無線を使い、BLE（Bluetooth Low Energy）セン
サー対応の無線通信装置としては国内で初めて、歩行移動しながらも自律的
にネットワークを構築できる機能を搭載した IoT 向けアドホック無線通信装
置「FUJITSU Network Edgiot（エジオット） AH シリーズ」と「AH シリー
ズ」で収集したデータをクラウドへと中継するゲートウェイ装置「FUJITSU 
Network Edgiot GW1100」を開発し、2017 年 5 月 8 日より提供開始した。こ
れらの製品を、クラウド型の IoT データ活用基盤サービス「FUJITSU Cloud 
Service K5 IoT Platform」を組み合わせた IoT 向け無線システムとして提
供する。「AH シリーズ」は、LTE や 3G などのモバイル通信を用いずに
920MHz 帯無線で広範なネットワークを構築できるため、トンネルや地下な
どの電波環境が不安定な作業現場でも安定したデータ収集ができる。また、
モバイル通信を使用する従来の方式と比べ、システム導入と通信にかかるコ
ストを約 35％削減できる。
（URL: http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/05/8-1.html）

富士通が国内初、歩行移動しながらでも自律的にネットワークを構築するＩｏＴ向けアドホック無線通信装
置を販売開始　～電波環境が不安定な作業現場でも安定したデータ収集を実現～

FUJITSU Network Edgiot AH1200

㈱ NTT ドコモは、災害等の際に利用が困難となった携帯電話サービスエリ
アの救済を目的に「ドローン中継局」の導入検討を進めてきたが、群馬県吾妻
郡長野原町における実証実験を行い、2017 年 5 月 17 日に当該地区のエリア化の
成功を確認した。「ドローン中継局」は、ドローンでの利用を想定した専用の小
型中継局を搭載し、周辺のドコモの基地局電波を上空で捉え、中継することで、
臨時のエリアを形成するものである。従来の移動基地局車等と比較し、可搬性
に優れるため、被災時に地盤の影響等に左右されず、迅速な復旧を実現するこ
とができる。
（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2017/05/17_00.html）

ＮＴＴドコモが災害等を想定した「ドローン中継局」による携帯電話サービスのエリア化に成功
～地上の電源との接続により、連続２４時間運用をめざす～

ドローン中継局
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ソニーは、手持ちのモバイル端末や PC と Wi-Fi などで連動して、直感的な操作で手軽に情報共有や共同作業を
行えるコラボレーションシステム Vision Exchange（ビジョン エクスチェンジ）を 2018 年 1 月に発売する。本シス
テムは、会議のプレゼンテーションやグループディスカッションに用いるツールで、議論の参加者の様々な意見や
アイディアを素早く共有し、円滑で効率的な議論をサポートすることを目的に開発された。無料アプリケーション
をモバイル端末や PC にダウンロードすることで、手持ちの端末にある情報を直感的に共有できる。例えば従来の
会議では、参会者の様々なアイディアを表示するため、発言する人が変わるたびに PC にケーブルをつなぎ直す手
間がかかる。また、映像使用時にすぐに映像が出ないなどの進行の課題がある。Vision Exchange では、複数の端
末を簡単に同時接続し画面上で直感的に映像を選択表示できるため、機器の操作・管理にかかる時間を短縮し、よ
りスムーズな議論の進行とより効率的なワークスタイルをサポートする。
（URL: https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201705/17-050/index.html）

ソニーが企業や教育現場での円滑な議論をサポートするコラボレーションシステム
「Ｖｉｓｉｏｎ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ」を発売

　㈱日立情報通信エンジニアリングは、小規模事業者向けビジネスホンである、日立マルチコミュニケーション
システム「integral-F」をフルモデルチェンジし、「S-integral」として 2017 年 6 月 20 日より販売開始した。本ビ
ジネスホンは、UC ツール「オフィスアシスト」を新たにラインアップし、スケジューラーやチャットとの連携
によって、オフィス・コミュニケーションのさらなる効率向上をサポー
トする。一般に、UC や CTI 機能を利用する場合には専用のサーバーが
必要になるが、「S-integral」はサーバーを主装置に内蔵したことで、専
用のサーバーが不要となる。また、スマートフォンとの連携機能をさら
に強化するため、スマートフォン用多機能電話アプリケーションも新た
にメニュー化した。スマートフォンで多機能電話機と同様の操作ができ
るほか、カメラドアホンやネットワークカメラの映像表示や、制御がで
きるため、来訪者への応待や映像監視を可能にするなど、利便性向上を
はじめ、オフィスの安心・安全を実現する。
（URL: http://www.hitachi-ite.co.jp/news/2017/20170515.html）

日立情報通信エンジニアリングがユニファイド・コミュニケーション機能とスマートフォン連携を強化した
ビジネスホン　日立マルチコミュニケーションシステム「Ｓ－ｉｎｔｅｇｒａｌ」を販売開始

日立マルチコミュニケーションシステム
「S-integral」

シスコシステムズ合同会社は、ガス／石油プラント、化学工場など引火、爆発の危険性のある工場や現場において、
産業安全技術協会（TIIS）の防爆認定を受けた高品質無線 LAN（防爆規格対応無線アクセスポイント）をベースに、
タブレットやスマートフォンなどのモバイルデバイスによるデータ通信や通話、カメラを活用した遠隔監視、作業
者や設備の位置情報管理を支援する「危険エリア ソリューション」を発表した。本ソリューションは、3 ソリューショ
ン群により構成されている。①高品質な無線 LAN 環境を構築可能な、防爆エリア対応無線 LAN アクセスポイント 
②現場で働く作業者や、設備の位置情報を可視化して管理 ③ビデオ コミュニケーションで遠隔支援が可能 
（URL: https://apjc.thecisconetwork.com/site/content/lang/ja/id/7532）

シスコがプラントや化学工場など引火、爆発の危険性のある現場をつなぐ「危険エリア ソリューション」
を発表

　丸紅㈱と丸紅無線通信㈱は、丸紅が販売するパブリッククラウドサービス Cloudest 上で提供する新サービス「ク
ラウド閉域接続モバイルサービス」を 2017 年 5 月 19 日より販売する。本サービスは、丸紅無線通信が提供する無
線通信回線から Cloudest に閉域網で接続することで、より安全で安定性の高いクラウド連携を実現するものである。
機密性の高い情報でも安全にデータ転送することが可能になり、近年需要が拡大している M2M・IoT システム基盤
やセキュリティを重視する企業のモバイルワーカー向けネットワークとしての利用に適している。価格：1 回線あ
たり 685 円／月から
（URL: http://www.marubeni.co.jp/news/2017/release/201705191.pdf）

丸紅がクラウドサービス Cloudestを活用した「クラウド閉域接続モバイルサービス」提供開始
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特集

第63回定時総会模様
　一般社団法人情報通信設備協会（本部）の第 63 回
定時総会は、6 月 7 日（水）に東京都港区芝公園の
メルパルク東京で開催されました。日本列島は関東
甲信越地方で梅雨入りしましたが、幸い雨は降らず、
会場には大勢の会員にご出席いただき、定刻の午後 3
時 30 分に総会が始まりました。
　総会の冒頭、司会者の嶋田泰嗣理事（北陸）から、
一般社団法人情報通信設備協会定款 17 条第 1 項の
規定により総会の定足数は正会員の過半数を必要と
しているが、本日の出席者数は委任状提出者を含め
て 450 名であるので、本総会は成立する旨報告があり、
江角優理事（中国）の開会挨拶、大木会長の挨拶に
続いて、定款 15 条の規定により、大輪堅一理事長が
議長となって、次のとおり各議案を審議しました。

議事の経過概要及び議案別の審議結果
（1）議事録署名人の選出について

　議案の審議に先立ち、定款 19 条第 2 項の規定に
より、本総会議事録は議長のほか議事録署名人 2
名を選出することになっているため議長が議場に
諮ったところ、議長に一任されて次の 2 名を指名
した。
　嶋田泰嗣（理事・北陸地方本部会員）
　栩谷晴雄（理事・関西地方本部会員）

（2）「第 1 号議案　平成 28 年度事業報告」、「第 2 号
議案（1）平成 28 年度決算報告」、「第 2 号議案（2）
平成 28 年度監査報告書」について
　上記議案はそれぞれ関連するため、一括して山
内専務理事が議案書に基づき詳細に説明した後、
宮川欣丈監事が監査結果報告を行った。
　「第 2 号議案（1）平成 28 年度決算報告」につい
て 1 名の者から質疑があった。 
　質疑の内容と回答は以下のとおり 

　質疑「 総会議案 38 頁、未収金・その他　残額
6,574,261 円及び 39 頁、未払金・その他残
額 2,598,292 円の内訳を説明してほしい。」

　回答「 未収金及び未払金の残額の主なものは、九
州地方本部のものであり、それぞれ未収金

議事を進める
大輪理事長

司会の嶋田理事

江角理事の開会挨拶

大木会長の挨拶
宮川監事の
監査結果報告
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6,291,261 円、未払金 1,221,237 円である。」
　その後議長が他に意見のない事を確認し、議場
に諮った結果、異議なく承認された。

（3）「第 3 号議案　平成 29 年度事業計画」、「第 4 号
議案　平成 29 年度収支予算計画」について
　上記議案はそれぞれ関連するため、一括して山
内専務理事が議案書に基づき詳細に説明した後、
議長が議場に諮った結果、異議なく承認された。

（4）「第 5 号議案　役員の選任」について
　上記議案について、山内専務理事が議案書に基
づき、平成 29 年 5 月 25 日開催の平成 29 年度第 1
回理事会で選任された、補欠理事 1 名を選任した
い旨を説明した後、議長が議場に諮った結果、全
員異議なく賛成し、原案通り承認された。
　選任された補欠理事は就任を承諾した。
以上をもって、第 63 回定時総会の議事すべてを終
了したので、議長が閉会を告げた。

（5）会長表彰及び感謝状贈呈
　議案審議終了後、10 年以上役員として協会業務
の円滑な運営に尽力している、塚本豊氏（関東地
方本部）、松山仁氏（関東地方本部）、山内清武氏（四
国地方本部）、西山修氏（信越地方本部）、井上新
一氏（東海地方本部）を会長表彰した。贈呈者を
代表して井上新一副理事長が謝辞を述べられた。

　最後に山本健理事（四国地方本部）が閉会の挨
拶を行い、第 63 回定時総会をすべて終了した。

総会模様

協会役職 氏名 所属組織 勤務先
会  長 大木　一夫 本部 （一社）情報通信設

備協会
理事長 大輪　堅一 本部 富士ネットシステム

ズ株式会社
副理事長 栩谷　晴雄 関西地方本部 大和電設工業株式会社
副理事長 井上　新一 東海地方本部 第一電話設備株式会社
専務理事 山内　　明 本部 （一社）情報通信設

備協会
理 事 今井　秀昭 関東地方本部 東邦通信工業株式会

社
理 事 長谷川 浩正 関東地方本部 日興テクノス株式会社
理 事 松山　　仁 関東地方本部 日本通信設備株式会

社
理 事 髙瀬　幸雄 関東地方本部 埼玉アンテナシステ

ム株式会社
理 事 樋口　正仁 信越地方本部 双峰通信工業株式会

社
理 事 藤田　義明 東海地方本部 株式会社 TTK
理 事 嶋田　泰嗣 北陸地方本部 株式会社ほくつう
理 事 吉本　幸男 関西地方本部 エフビットコミュニ

ケーションズ株式会社
理 事 江角　　優 中国地方本部 株式会社ソルコム
理 事 山本　　健 四国地方本部 剣通信工業株式会社
理 事 阿部　准定 九州地方本部 株式会社キューオキ
理 事 竹内　　聰 東北地方本部 東日本通信機器株式

会社
理 事 渡辺　敏郎 北海道地方本部 北第百通信電気株式

会社
監 事 平野　　毅 本部 平野公認会計士事務所
監 事 宮川　欣丈 関東地方本部 宮川電気通信工業株

式会社
監 事 平塚 富美男 東北地方本部 株式会社コムワン

■平成 29 年度本部役員

謝辞を述べる
井上副理事長

山本理事の閉会挨拶議案の説明をする
山内専務理事
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第６3回定時総会懇親パーティー模様
　情報通信設備協会の定時総会懇親パーティーは、
第 63 回定時総会終了後の 6 月 7 日（水）午後 5 時
30 分から、東京都港区芝公園のメルパルク東京にお
いて開催し、会員の皆様をはじめとして、日頃ご指
導ご鞭撻をいただいております衆議院議員 左藤 章
様、総務省総合通信基盤局長　富永昌彦様、関連団体、
通信事業者、メーカー、賛助会員の方々など、多数
のご来賓の皆様にご出席いただき、盛大に開催いた
しました。
　大木会長の挨拶に続いて、ご来賓を代表して衆議
院議員 左藤 章様と総務省総合通信基盤局長　富永昌
彦様にご挨拶をいただき、（一社）情報通信エンジニ
アリング協会会長 伊東則昭様の乾杯のご発声を合図
に、賑やかに懇親パーティーがスタートいたしました。

日　　時　平成 29 年 6 月 7 日（水）　
　　　　　午後 5 時 30 分～
場　　所　メルパルク東京　5F　瑞雲の間 

進行次第　司会　　　理事 　今井　秀昭　
　　　　　協会挨拶　会長 大木　一夫　
　　　　　来賓挨拶　衆議院議員 　左藤　　章  様
　　　　　総務省 　  総合通信基盤局長
　　　　　　　　　　　　　　　　富永　昌彦  様
　　　　　乾杯   　（一社）情報通信エンジニアリング協会 
　　　　　　　　　　会長　　　　伊藤　則昭  様
　　　　　中締め　　副理事長　　大輪　堅一　
　　　　

（1）情報通信設備協会　会長　大木 一夫　ご挨拶
本日は大変ご多用なところ、このように多くの皆

様にご出席いただき誠にありがとうございます。な
かでも、衆議院議員左藤章先生、総務省総合通信基
盤局長富永正彦様、情報通信エンジニア協会会長伊
東則昭様、NTT コミュニケーションズ社長庄司哲也
様をはじめ多数のご来賓の方々には、お忙し中ご出
席賜り重ねて厚く御礼申し上げます。
　申し遅れましたが、私、先ほどの総会、理事会で
引き続き会長を務めることとなりました大木でござ
います。どうかよろしくお願いいたします。
　さて、ICT の世界は日々大きな変化の中にありま
すが、昨年度は従来にも増して IoT、クラウド、ビッ
グデータ、AI が注目され、なかでも人工知能（AI）
が大きくクローズアップされた年ではなかったか
と思います。一説によれば、今後 10 ～ 20 年後には、
日本で現在人間が担っている仕事の 49％は AI に置き
換わるであろうとの説もあるところであり、まさに
ICT が、社会構造や労働環境、さらには人間の生き
方そのものに大きな影響を与えるインパクトを持っ
てきているといえるかと思います。
　一方、日本社会の大きな課題となっている少子高
齢化、地方の創生、働き方改革等の課題を解決して
いくためには、ICT を最大限活用することが必須で
あり、ICT の活用により生産性の向上や新たなサー
ビス、新たな産業の創出が図られることが大いに期
待されているところです。また、そのためには事業
分野や産業分野を超えたコラボレーション、協業の
重要性が強調されているところであります。
　ICT の世界の一翼を担う当協会としては、この
ような急速な環境変化をチャンスの時ととらえ、こ
の新しい時代に対応した高度な技術者の育成、最新
のサービスや技術情報の収集と提供を引き続き推進
するとともに、ここ数年進めてきている通信事業者
や SI 事業者の皆様とのコラボレーション、協業モデ
ルの成果拡大と新たなモデルの創出を推進していき
たいと考えています。また、今後とも地域に根差し、
地域に信頼される情報通信設備事業者としてこれか
らも地域の創生、活性化にも貢献していく所存であ
ります。
　最後になりますが、ご来賓の皆様をはじめご出席
の皆様には、当協会への引き続きのご支援ご協力を
よろしくお願い申し上げますとともに、ご出席の皆
様の益々のご健勝とご発展を祈念いたしまして私か
らの挨拶とさせていただきます。

懇親会模様
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本日は、誠にありがとうございます。

（2）総務省　総合通信基盤局長　富永 昌彦 様　
　ご来賓挨拶
　総務省総合通信基盤局長の富永でございます。本
日は、一般社団法人情報通信設備協会の定時総会懇
親会にお招きいただき、ありがとうございます。

大木会長をはじめ、顧問の左藤先生、協会の皆様
方におかれましては、長年にわたり、情報通信社会
を支える様々な情報通信システムの施工などに従事
され、我が国の情報通信の発展に多大なご貢献をさ
れてまいりましたことを、まずはこの場をお借りし
て、御礼申し上げます。

さて、総務省では、東京オリンピック・パラリンピッ
クが開催される 2020 年に向け、我が国が誇る世界最
高水準の ICT 基盤を更に普及・発展させ、経済活性化、
国民生活の向上を実現するための取組を進めており、
いくつかを紹介したいと思います。

昨今、IoT や高精細な映像の配信等が進展しつつ
あり、2020 年の第５世代移動通信システム（5G）のサー
ビス開始が目指されております。そして、人工知能
AI の発展も目覚しく、新たなサービスやビジネスの
展開も期待されております。

これらの様々な ICT サービスが、今後、社会に広
く普及していくためには、それらを支えるネットワー
クインフラの重要性が一層高まってくるものと考え
ております。

このため、総務省では、「将来のネットワークイン
フラに関する研究会」を開催し、2020 年以降におい
ても、利用者がいつでも安定的に最先端の ICT サー
ビスを利用できるネットワーク環境を実現するため
の技術課題、推進方策等を検討しております。

この夏に予定されている議論の取りまとめ結果を
踏まえ、将来のネットワークインフラの実現に向け
た取り組みを行ってまいります。

一方、我が国の基幹的な通信インフラである固定
電話網は、2025 年頃に中継交換機等が維持限界を迎
えることになります。

このため、現在、情報通信審議会において、光回
線への移行の促進も含め、IP 網への円滑な移行の在
り方についてご検討いただいています。

総務省は、審議会のご議論を踏まえ、今後の政策
に反映してまいります。

協会の皆様方におかれましては、これからも情報
通信社会を支える情報通信システムの構築などに一
層ご尽力いただき、我が国の ICT 基盤の発展にご協
力いただけることを期待しております。

最後になりますが、協会の今後益々のご発展と、
本日ご列席の皆様のご健勝を祈念いたしまして、私
の挨拶とさせていただきます。

大木会長の挨拶

ご来賓の富永 総務
省総合通信基盤局長

ご来賓の
左藤 衆議院議員

情報通信エンジニア
リング協会 
伊東会長の乾杯の
ご発声

大輪理事長の中締め
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さまざまなモノがインターネットにつながる IoT
（Internet of Things）は、拡大の一途をたどってい
る。総務省の情報通信白書（平成 28 年版）によると、
IoT デバイスの数は 2015 年の 154 億個から、20 年に
は 304 億個になるという。
　IoT 時代の本格到来を前に、パナソニックではこの
4 月、AI/IoT 技術を核とした新たなビジネスモデル
の創出などを目的として ｢ビジネスイノベーション
本部｣ を新設、その傘下に IoT 事業推進室を設置した。
　IoT 事業推進室では、高速電力線通信技術 ｢HD-
PLC（High Definition Power Line Communication）｣
など IoT を下支えする基盤技術を全社的に推進する
方針だ。

■既設線の有効活用でコスト削減
HD-PLC とは、パナソニックの大阪本社にある研

究所が中心となって 2000 年に開発した通信規格｡ 電
力線で電力とデータの 2 つを一緒に伝送し、専用ア
ダプターをコンセントに差し込むだけでどこでも通
信することができる。これはパナソニックの創業者
である松下幸之助氏が発明した、電灯と家電用ソケッ
トの両方に使える ｢二股ソケット｣ と同様のコンセ
プトだという。
　HD-PLC が IoT 向け通信規格として再び注目を集
めているのは、既存の無線 LAN や有線 LAN（イー
サネット）などに対して、いくつかの優位点がある
からだ。
　1 つめは、電源のあるところであれば、ネットワー
ク環境を容易に構築できることだ｡ LAN ケーブル
の新規敷設などの必要がなく、構築コストを大幅に
削減できる。しかも電力線だけでなく、メタル線が
2 本あれば対応するので、同軸線やツイストペア線、
電話線などさまざまな既設線を有効活用できる。
　2 つめに伝送距離が長いことだ。06 年に第一世代
の製品が発売された当時はホームサーバーなど宅内

での用途を想定していたため距離が限られていたが、
その後 15 年に ｢マルチホップ中継機能｣ に対応した
ことで、PLC モデムで “ バケツリレー ” して最大 10
ホップ、2km の伝送が行えるようになった。これに
より、ビルや工場など距離の必要な環境でも通信を
行える。
　さらに昨年発表された最新規格 ｢HD-PLC Quatro 
Core｣ では通信帯域を最大 4 倍～最小 1/4 の 5 段階
に切り替えることができ、1/2 あるいは 1/4 に縮小す
ると、通信距離を従来の 1.5 ～ 2 倍に伸ばすことも可
能だ。
　3 つめに通信の安定性が挙げられる。金属など無線
の届かない障害物や部屋間でも通信できるので、無
線通信の不安定さを解決する。無線 LAN につきもの
の ｢隠れ端末｣（互いに相手の通信を検知できない関
係にある複数の機器が、同じ機器に向けて同時に信
号を送信し、信号の衝突が発生すること）のような
問題も生じない。しかも、PLC 信号自体が暗号化さ
れ特殊な変調信号になっているため、HD-PLC 通信
機器同士の間は盗聴されないという。
　そして 4 つめが、効率良く電力消費を制御できる
ことだ｡ ｢無線は距離を飛ばそうとすると、それだけ
消費電力も増える。HD-PLC は電力とデータを同時
に扱うため、消費電力を抑えられる｣ とパナソニッ
ク コネクティッドソリューションズ社イノべーショ
ンセンター PLC 事業推進室室長兼ビジネスイノべー
ション本部 IoT 事業推進室全社 PLC 推進総括主幹の
荒巻道昌氏は話す。
　一方、通信速度については最大 240Mbps ととりた
てて速いわけではないが、HD-PLC Quatro Core では
通信帯域を 4 倍にすることで最大 1Gbps（同軸線利
用の場合）が可能になったので、8K 映像など大容量
データの伝送も行える。
　これらの特徴から、無線 LAN や有線 LAN では制
約や課題のあった分野向けの IoT 通信として注目が

業界特集

電力線で高速データ通信を実現する｢HD-PLC｣。いったんは忘れられかけた通信技術だが、loT時代の到来で再
び脚光を浴びている｡ 無線LANや5Gの補完役として、loT向け通信の一角を担おうとしている。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

無線との使い分けで強みを発揮
IoTで再び注目集まる HD-PLC



13

高まっているという。
　一例が監視カメラだ。同軸 LAN コンバータを活用
すれば同軸ケーブルで最大 2km の使用が可能であり、
DC 電源（48V）の供給とともに映像通信を実現する。
　既設線の有効活用という意昧では、エレベーター
内の監視カメラや照明、緊急用電話などでの活用が
見込まれている。HD-PLC による電力線通信にする
ことで配線がシンプルになり、省線化や軽量化を実
現できる。
　エレべーターのように金属に覆われていると無線
の電波が届きにくくなるが、HD-PLC であればそう
した問題もない｡ 中国 ･ 北京市では、地下鉄車両の
サイネージ用に採用されている。

このほかユニークな取り組みとして、神奈川県藤
沢市のスマートタウン ｢藤沢 SST｣ の事例がある｡
階段の手すり下部にLEDを埋め込み、コントローラー
と炎センサーを HD-PLC で接続することで、センサー
が炎を感知すると LED が点灯して避難誘導の役目を
果たす ｢スマートガイド｣ にも導入されているという。
　また、HD-PLC は無線や有線の届きづらい水中で
も強みを発揮する｡ パナソニックでは水中インフラ
点検ロボットを開発しているが、船上の操作者との
通信に HD-PLC を使えば、水深 200m までの点検が
可能になる。

■ IoT における５Ｇとの連携も
パナソニックは、HD-PLC の IoT 機器への展開を

加速する考えだが、「利便性などの観点から IoT の通
信手段は無線中心になることが大前提であり、HD-
PLC が無線にとって代わるとは考えていない｡ 無線
と HD-PLC の融合こそ IoT に最適なネットワーク」
というのが荒巻氏の持論だ。
　スマートデバイスやカメラなどのモバイル機器は
バッテリーで給電しながら使用する無線通信、業務
用冷凍庫やデジタルサイネージなど据置型の機器は
常時コンセントに接続していることから安定性やコ
スト、利便性に優れた HD-PLC という使い分けを想
定している。
　また将来的には、BEMS や 4K/8K 映像伝送、スマー
トメーターなどの分野において 5G と連携し、5G の
電波が届きにくいエリアを HD-PLC で補完すること
も考えられるという。
　無線の周波数には限りがあるだけにあまりにも多
くの電波が飛び交うようになると干渉し、通信環境
が悪化する懸念がある。IoT 時代に HD-PLC の活躍
の場が広がることは確実だろう。

（図表1）HD-PLC技術の進化

パナソニック コネクティッドソリューション社
イノベーションセンター PLC事業推進室室長兼
ビジネスイノベーション本部 IoT事業推進室　
全社 PLC推進総括主幹の荒巻道昌氏

（出典：テレコミュニケーション May 2017）
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地方本部 　総会・懇親会報告

北海道

日程 平成 29 年 5 月25日（木）
時間

『オフィスリンク』説明会　15 時 00 分～ 16 時 00 分
総会　　　　　　　16 時 30 分～ 17 時 15 分
懇親会　　　　　　17 時 30 分～ 19 時 00 分会場 ホテルノースシティ（札幌市中央区南9条西1丁目）

■第 63 回北海道地方本部定時総会
　第 63 回定時総会はホテルノースシティで開催し、15 社
24 名の参加がありました。
　渡辺本部長の挨拶の後、第 1 号議案から第 4 号議案ま
で審議を行い滞りなく了承されました。
　第 5 号議案は、役員の変更議案があり異議なく承認され
ました。
　又、総会前に㈱ NTTドコモ殿の『オフィスリンク』の説
明会を行い 18 名が参加しました。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
1．定数 28 社　出席者 15 社　委任状 13 社
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 28 年度事業報告承認の件
第 2 号議案　平成 28 年度収支決算報告、監査報告の件
第 3 号議案　平成 29 年度事業計画（案）承認の件
第 4 号議案　平成 29 年度収支予算（案）承認の件
第 5 号事案　平成 29 年度　役員選任の件

　平成 29 年度事業計画の中心は、会員数の拡大であり、
28 年、29 年と1 社ずつの新規加入があり、今後も1 社 1
会員の新規獲得を目指した活動を目指すことを確認しました。
  また、協会の活動は、研修活動に力点を入れることとし、「職
長研修」「工担者研修」（ｅラーニング）の取り組みを強化
することとしました。
　議案が承認された後、永年勤続表彰（5 名）を行い、
その後新規入会者 2 名より、挨拶をいただき総会は終了しま
した。
　総会終了後、懇親会を行いました。

■『オフィスリンク』説明会
　㈱ NTTドコモ殿から『オフィスリンク』の説明を受けまし
  た。
　システムの変更と協力体制の強化等の説明を受けました。
■懇親会
　渡辺本部長（北第百通信電気㈱社長）の御挨拶、乾
杯の音頭で賑 し々く開催致しました。
　懇親会は一人ずつ挨拶をし、昔話にうなずきを打つなど
談笑の中の会合となりました。　　　　　　　　　　　　
　最後の締めは新役員の池田副本部長（扶桑電通北海道
支店長）にお開きと締めのあいさつをいただき散会となりました。
　参加者は、24 名でした。

信越

日程 平成 29 年 5 月22日（月）
時間 総会　　　　　15 時 00 分～ 16 時 00 分

勉強会　　　　16 時 00 分～ 18 時 00 分会場 アートホテル新潟（新潟市中央区笹口 1 町目1 番地）

■第 63 回信越地方本部定時総会
　第 63 回定時総会はアートホテル新潟で開催し、11 社 11
名の参加がありました。
　樋口本部長の挨拶の後、第１号議案から第 4 号議案ま
で審議を行い滞りなく了承されました。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
1．定数　会員数　11 社　出席者 11 社
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 28 年度事業報告
第 2 号議案　 平成 28 年度収支決算報告及び会計監

査報告
第 3 号議案　平成 29 年度事業計画（案）
第 4 号議案　平成 29 年度収支予算（案）

　議事終了の後、永年勤続表彰が行われ 4 名の方が該当
しました。

 毎年総会に合わせて勉強会を開催されますが今年は以下
のテーマで行いました。
■勉強会
①「オフィスリンクの現状と今後の展開について」　　　　

・オフィスリンク検討契機、導入理由
・メリットは何か
　　　　　　　講師：株式会社 NTTドコモ　
　　　　　　　第一法人営業部　法人サービス第三部
　　　　　　　第一担当　岡村　侑生氏
　　　　　　　
②「モバイル活用のクラウドサービスについて」　　

・CAD データから高精度の PDFを作成
・タブレット端末からドキュメント作成、高速表示
・端末で、計測、通り芯表示、写真帳作成など
　　　　　　講師 : 株式会社 OKI データ・インフォテック
　　　　　　デジタル図面営業課　茂呂　勝美氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

「第63回定時
総会」模様

永年勤続表彰 懇親会模様

総会模様 懇親会模様 勉強会模様
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東北

日程 平成 29 年 5 月17日（水）
時間

『オフィスリンク』説明会　14 時 00 分～ 15 時 00 分
総会　　　　　　　15 時 15 分～ 17 時 00 分
懇親会　　　　　　17 時 00 分～ 19 時 00 分会場 ハーネル仙台

（宮城県仙台市青葉区本町 2-12-7）
■第 63 回東北地方本部定時総会
　第 63 回定時総会はハーネル仙台で開催し、17 社 18 名
の参加がありました。
　竹内本部長の挨拶の後、第 1 号議案から第６号議案ま
で審議を行い滞りなく了承されました。
　今回は役員の変更議案があり承認されました。
　又、総会前に㈱ NTTドコモ殿の『オフィスリンク』の説
明会を行いました。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　
1．定数　会員数 31 社　出席者 17 社　委任状 10 社
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 28 年度事業報告
第 2 号議案　平成 28 年度決算報告
第 3 号議案　監査報告
第 4 号議案　平成 29 年度事業計画（案）
第 5 号議案　平成 29 年度収支予算（案）
第 6 号議案　その他　　　　　　役員改選の件
　　　　　　工事担任者試験対応セミナーの件

　平成 29 年度事業計画の中で、当協会が力を入れており
ます各社の協業事業の詳細説明を行いました。
　工事担任者試験対応セミナーは参加者が少ない為、今
年度は実施せず e-ラーニング研修の説明を行いました。
　今年度は永年勤続表彰はありませんでした。
　総会終了後、懇親会を行いました。

 ■『オフィスリンク』説明会
　㈱ NTTドコモ殿から『オフィスリンク』の説明を受けまし
  た。
　システムの変更と協力体制の強化等の説明を受けました。
■懇親会
　新役員東條テレコム㈱の東條社長の御挨拶、乾杯の音
頭で賑 し々く開催致しました。
　最後の締めは新役員の㈲小高通信　澤田社長にお願い
しお開きとなりました。　参加者は 16 社 18 名でした。

関東

日程 平成 29 年 5 月24日（水）
時間

総会　　　　　14 時 30 分～ 15 時 35 分
永年勤続表彰　16 時 00 分～ 16 時 30 分
懇親会　　　　17 時 00 分～ 18 時 30 分会場 メルパルク東京（東京都港区芝公園 2-5-20）

■第 62 回関東地方本部定時総会
　第 62 回定時総会は東京都港区のメルパルク東京で開催
し、第 1 号議案から第 4 号議案まで審議を行い滞りなく議
案審議が了承されました。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
1．定数　会員数　241 社　出席者 49 社　委任状 116 社
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 28 年度事業報告
第 2 号議案　平成 28 年度収支決算報告・監査報告
第 3 号議案　平成 29 年度事業計画（案）
第 4 号議案　平成 29 年度収支予算（案）
その他

■平成 29 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に
基づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上
勤務し、勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、13 社 39
名が受賞されました。
　協会本部の代理として、関東地方本部の今井本部長がお
祝いの言葉を述べられたあと、受賞者を代表して、電通工業
株式会社 太田浩史様に表彰状と記念品が授与されました。

■平成 29 年度定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております総務省関東総
合通信局　情報通信部 部長の須田秀晴様、協会本部の
大木会長を始め、通信事業者やメーカーなどの関係業界や
関係団体のご来賓の皆様や多数の会員企業の皆様に出席
していただきました。今井関東地方本部長の挨拶、ご来賓
の皆様のご挨拶に続いて協会本部　大輪理事長の乾杯の
音頭によって、賑やかに懇親会が行われました。

懇親会次第
司会　　　幹事　　　　　　　　　　木村　清信
本部長挨拶　本部長　　　　　　　　　今井　秀昭
来賓挨拶　総務省関東総合通信局
　　　　　情報通信部　部長　　　   須田　秀晴 様
　　　　　情報通信設備協会　会長　　大木　一夫 様
乾杯　　　情報通信設備協会　理事長　大輪　堅一
中締め　　副本部長　　　　　　　　長谷川浩正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

総会・永年・懇親会詳細は、関東HP【平成29年6月発行イベント報告No.8】に掲載しています。http://kanto.itca.or.jp
総会会場風景 永年勤続従業員表彰 懇親会会場風景

「オフィスリンク」
説明

総会模様 懇親会模様
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東海

日程 平成 29 年 5 月18日（木）
時間

総会　　　　　15 時 00 分～ 16 時 30 分
永年勤続表彰　16 時 30 分～ 17 時 00 分
懇親会　　　　17 時 00 分～ 19 時 00 分会場 中島屋グランドホテル（静岡市葵区紺屋町 3－10）

■第 63 回東海地方本部定時総会
　第 63 回定時地方総会は静岡市紺屋町の中島屋グランド
ホテルで開催し、第 1 号議案から第 6 号議案まで審議を行
い、滞りなく議案が了承されました。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
1．定数　会員数　67 社　出席者 22 社　委任状 39 社
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 28 年度事業報告
第 2 号議案　平成 28 年度収支決算報告
第 3 号議案　平成 28 年度会計監査報告
第 4 号議案　平成 29 年度事業計画（案）
第 5 号議案　平成 29 年度収支予算書（案）
第 6 号議案　定時地方総会等の経費節減（案）
その他

■平成 29 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に
基づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上
勤務し、勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、6 社 9 名
が受賞されました。
　協会本部の代理として、東海地方本部の井上本部長が
お祝いの言葉を述べられたあと、受賞者を代表して㈱宇式
通信システムの中村政明様に表彰状が授与されました。
 また、地方本部長表彰として、6 社 8 名が受賞され受賞者
を代表して、千代田電子システム㈱松本修治様に表彰盾
が授与されました。

■平成 29 年度定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております東海地方本部
の会員企業の皆様に出席いただきました。谷竜介幹事のご
挨拶、乾杯の音頭によって、賑やかに懇親会が行われまし
た。

懇親会次第
挨拶、乾杯　　　　　　　　　　谷　幹事
中締め　　　　　　　　　　　　酒井　幹事
司会　　　　　　　　　　　　　濱田　事務局長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

本部長挨拶 表彰授与模様

関西

日程 平成 29 年 5 月17日（水）
時間

総会　　　　　　　　15 時 00 分～ 16 時 00 分
退任役員感謝状授与式　16 時 00 分～ 16 時 40 分
従業員表彰式　　　　16 時 40 分～ 17 時 00 分
従業員祝賀・懇親会　17 時 00 分～ 19 時 15 分会場 中央電気倶楽部 2 階 215 号室

（大阪市北区堂島浜 2-1-25）
■第 63 回関西地方本部定時総会
　第 63 回定時総会を大阪市北区の中央電気倶楽部で開
催し、第 1 号議案から第 4 号議案まで審議承認されました。
第 5 号議案では三瀬・鈴木両新幹事、花元 ･ 平良両新
監事が選任承認され、全ての審議を行い滞りなく終了致しま
した。
1．定数　会員数　68 社　出席者 21 社　委任状 27 社
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 28 年度事業報告
第 2 号議案　平成 28 年度収支決算報告・監査報告
第 3 号議案　平成 29 年度事業計画
第 4 号議案　平成 29 年度収支予算
第 5 号議案　役員選任の件

■退任役員感謝状授与式
　幹事の上田重雄様と監事の渡邊幸二様、石井信雄様の
3 名が退任され感謝状と記念品が授与されました。欠席さ
れました幹事の難波信雄様と長田泰之様には後日、感謝状
と記念品が郵送されました。

■平成 29 年度従業員表彰式
　従業員表彰は、協会本部会長表彰として会社に 20 年
以上勤務し、勤務成績優秀な永年従業員を表彰するもの
で 4 社 8 名が受賞された、また地方本部長表彰として会社
に 10 年以上勤務し、勤務成績優秀な優良従業員を表彰
するもの 7 社 11 名が表彰され表彰状と記念品が授与され
た。関西地方本部の松本副本部長よりお祝い言葉が送られ
ました。

■平成 29 年度従業表彰祝賀・役員懇親会
　永年・優良従業員表彰を受賞した従業員と関西地方本
部会員との祝賀・交流会が中央電気倶楽部の大食堂にお
いて執り行われました。関西地方本部の松本副本部長の司
会のもと、田中幹事の乾杯の音頭によって賑やかに懇親会
が行われました。

総会出席者 懇親会模様

永年従業員表彰記念撮影 優良従業員表彰記念撮影

交流会会場風景

総会　本部長挨拶 選任役員　挨拶
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中国

日程 平成 29 年 5 月20日（金）
時間

総会　　　　　15 時 00 分～ 15 時 40 分
永年勤続表彰　15 時 40 分～ 16 時 00 分
懇親会　　　　17 時 00 分～ 18 時 30 分会場 メルパルク広島（広島県広島市中区基町 6-36）

■第 62 回中国地方本部定時総会
　第 62 回定時総会は広島市中区のメルパルク広島で開催
し、第 1 号議案から第 6 号議案まで審議を行い滞りなく議
案審議が了承されました。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
1．定数　会員数　58 社　出席者 32 社　委任状 21 社
2．議事　　　　

第 1 号議案　　平成 28 年度事業報告
第 2 号議案　　平成 28 年度収支決算報告
第 3 号議案　　監査報告
第 4 号議案　　平成 29 年度事業計画（案）
第 5 号議案　　平成 29 年度収支予算（案）
第 6 号議案　　役員改選の件
その他

■平成 29 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に
基づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上
勤務し、勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、5 社 15
名が受賞されました。協会本部の代理として、中国地方本
部の江角本部長がお祝いの言葉を述べられたあと、受賞者
に表彰状と記念品が授与されました。

■平成 29 年度定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております多数の会員企
業の皆様に出席していただきました。江角中国地方本部長
の挨拶、来賓の総務省中国総合通信局電気通信事業課
長 玉谷悟様の祝辞、中国地方本部　宇都宮幹事の乾杯
の音頭によって、賑やかに懇親会が行われました。

講演会　16 時 00 分～ 17 時 00 分
　演題　「セキュリティの最新動向について」
　講師　日本電気株式会社　中国支社　　
　　　　　　支社長　寺尾　昌彦　氏

懇親会次第
司会　　　　副本部長　　　　　野崎　隆司　様
本部長挨拶　本部長　　　　　　江角　　優　様
本祝辞　　　中国総合通信局 課長　玉谷　　悟　様
乾杯の音頭　幹事　　　　　　　宇都宮　貢　様　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

四国

日程 平成 29 年 6 月2日（金）
時間 総会　　　　　16 時 00 分～ 17 時 00 分

懇親会　　　　17 時 20 分～ 18 時 50 分会場 国際ホテル松山（松山市一番町 1-13）

■第 64 回四国地方本部定時総会
　第 64 回定時総会は愛媛県松山市の国際ホテル松山で
開催し、第 1 号議案から第 5 号議案まで審議を行い滞りな
く議案審議が了承されました。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
1．定数　会員数　53 社　出席者 29 社　委任状 24 社
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 28 年度事業報告
第 2 号議案　平成 28 年度収支決算報告
第 3 号議案　平成 28 年度監査報告
第 4 号議案　平成 29 年度事業計画（案）
第 5 号議案　平成 29 年度収支予算（案）

■平成 29 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に
基づいて、会員歴 15 年以上の会社に引き続き20 年以上
勤務し、勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、本年度は
扶桑電通（株）市原京吾様が受賞され、協会本部の代理
として、四国地方本部の山本本部長から、表彰状と記念
品が授与されました。
　また、6 月7日の本部定時総会において、四国地方本部
監事　（有）テレコムプランニング愛媛　山内清武様が永
年役員表彰を受賞される旨、皆様にご報告申し上げました。

■平成 29 年度定時総会懇親会
　日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております総務省四国総
合通信局長　佐藤裁也様、竹田剛城電気通信事業課長、
また、NTT 西日本四国事業本部から、ビジネス営業部 SE
統括部長　池田憲彦様、設備部設備企画部門長　中西
武様をご来賓としてお招きし、多数の会員企業の皆様にご
出席していただきました。
　山本四国地方本部長の挨拶、佐藤四国総合通信局長
のご挨拶に続いて、NTT 西日本四国事業本部の池田部
長の乾杯の音頭によって、賑やかに懇親会が行われました。
　翌日は親睦ゴルフ大会がエリエールゴルフクラブ松山で行
われ、天候にも恵まれ参加の皆様は和気あいあいの雰囲気
で楽しまれました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

総会会場風景 永年勤続従業員表彰式

総会模様 永年勤続表彰模様

講演会模様 懇親会会場風景

懇親会模様

親睦ゴルフ大会
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北陸

日程 平成 29 年 5 月23日（火）
時間

総会　　　　　17 時 00 分～ 17 時 20 分
永年勤続表彰　17 時 20 分～ 17 時 25 分
懇親会　　　　17 時 30 分～ 19 時 30 分会場 ホテル日航金沢（金沢市本町 2-15-1）

■第 63 回北陸地方本部定時総会
　第63回定時総会は金沢市本町のホテル日航金沢で開催
し、第 1 号議案から第 4 号議案まで審議を行い滞りなく議
案審議が了承されました。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
1．定数　会員数　20 社　出席者 17 社　委任状 3 社
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 28 年度事業報告
第 2 号議案　平成 28 年度収支決算報告・監査報告
第 3 号議案　平成 29 年度事業計画（案）
第 4 号議案　平成 29 年度収支予算（案）

■平成 29 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に
基づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上
勤務し、勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、2 社 3 名
が受賞されました。
　協会本部の代理として、北陸地方本部の嶋田本部長か
ら、株式会社ツーテック　団惣一郎様、株式会社ほくつう
　徳田和彦様・同 林田利範様に表彰状と記念品が授与さ
れました。

■平成 29 年度定時総会懇親会
　嶋田本部長の挨拶、乾杯の音頭によって、賑やかに懇
親会が行われました。

懇親会次第
司会　　　　　事務局長　　　　指江　雅夫
挨拶、乾杯　　本部長　　　　　嶋田　泰嗣
中締め　　　　副本部長　　　　田中　優治

九州

日程 平成 29 年 5 月19日（金）
時間

『オフィスリンク』説明会　14 時 00 分～ 15 時 00 分
総会　　　　　　　15 時 15 分～ 17 時 00 分
懇親会　　　　　　17 時 00 分～ 19 時 00 分会場 タカクラホテル福岡（福岡市中央区渡辺通 2-7-21）

■第 63 回九州地方本部 定時総会
　第 63 回定時総会は福岡市中央区のタカクラホテル福岡
で開催し、15 社 16 名の参加がありました。
　阿部本部長の挨拶の後、第 1 号議案から第 4 号議案ま
で審議を行い滞りなく了承されました。　　

　又、総会前に株式会社 NTTドコモ様の『オフィスリンク』
の説明会を開催しました。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　
1．定数　会員数　31 社　出席者 16 社　委任状 10 社
2．議事　　　　

第 1 号議案　平成 28 年度事業報告
第 2 号議案　平成 28 年度収支決算報告・監査報告
第 3 号議案　平成 29 年度事業計画（案）
第 4 号議案　平成 29 年度収支予算（案）

■平成 29 年度永年勤続従業員表彰式
　永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規定に
基づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続き20 年以上
勤務し、勤務成績優秀な方 を々表彰するもので、1 社 1 名
が受賞されました。

■懇親会
　阿部本部長の挨拶、乾杯の音頭で賑 し々く開催致しまし
た。
　中締めは新しく会員になられましたテレコール株式会社の
大岩根専務様にお願いし、お開きとなりました。
　参加者は 11 社 12 名でした。

■『オフィスリンク』説明会
　株式会社 NTTドコモ様から『オフィスリンク』の説明会
を開催して頂き、10 社 11 名が参加しました。

懇親会会場風景

総会模様 懇親会模様

永年勤続従業員
表彰

NTTドコモ「オフィスリンク」説明会
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最新機器を直接体験できる	  
本社ショールーム	  

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

【横浜営業所】	  
【北北関東営業所】	  
【札幌営業所】	  

045-‐‑‒333-‐‑‒7211	  
048-‐‑‒645-‐‑‒1431	  
011-‐‑‒611-‐‑‒1711	  03-‐‑‒3271-‐‑‒5151	   03-‐‑‒3271-‐‑‒7000	  

【本社】〒104-‐‑‒0031	  東京都中央区⽇日本橋	  2-‐‑‒2-‐‑‒1	  
京橋エドグラン	  2701-‐‑‒4	  

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

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

WEBサイトでは	  
各種キャンペーン	  
新製品情報など	  
毎⽇日更更新中！	  
（http://www.idknet.co.jp）	  
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初級ネットワーク技術者研修

・ネットワークを初めて学習する方でも
大丈夫

・e-Learning ２．５時間

・IPアドレスのアドレッシングの
理解、ネットワーク機器の種類と
役割を理解します

中級ネットワーク技術者研修

・1日目はルータが機能を学習し、
2日目がスイッチ学習となります。

・ルータ、スイッチの主な機能を学習し
マルチベンダーでの設定を習得でき
ます

・・VLAN間ルーティング等、良く
使われる機能の設定を実習します

無線LAN技術者研修

・無線LANの基本仕様から学習し、
各機能を実機を使用して設定します。

無線サーベー、トラブル
シューティングも実習を交え習得ます。

これにより、SME規模の無線設計・
構築・運用にプロジェクトに参加できる
能力を習得できます

30年の実績で贈るネットワーク研修の決定版
新人・入門者の方も含み、SOHO（小規模）/ SME(中規模）の
ネットワーク設計・構築・運用業務に向けた研修です

平成29年度本部研修体系

実際の現場に基づいたマルチベンダー（アライドテレシス、CISCO、
YAMAHA）で、実務に則した研修内容となっています。
また、この度、上記コース１、２、３を一つにした、35歳未満の若年労働者の方に向けた
格安コースの設定もございます。 詳細は http://www.itca.or.jp/ まで。

■対象者：新人、ネットワーク機器に関連する基礎知識が必要な方
■習得スキル：IPアドレスのアドレッシングの理解、ネットワーク機器の種類と役割の理解
■学習スタイル：e-Learning  ２.5時間

初級ネットワーク技術者研修

ｼｽｺ
ｃａｔａｌｙｓｔ3560

ﾔﾏﾊ
RT107

ｱﾗｲﾄﾞテレシス
X900シリーズ

ｱﾗｲﾄﾞテレシス
AT-TQ4400

＊受講者の方には、受講コース後の
資格試験（Web試験）の受験が
可能となり、結果もLMSで確認する
ことができます！

第１章　ネットワーク基礎知識 第４章　TCP/ ＩＰの機能

第２章　ＯＳＩ基本参照モデル   IPアドレッシングの理解

　　　　　OSIとTCP/IPの相関 　IP機能、TCP機能説明

第３章　ネットワーク接続機器 第５章　アプリケーション概要

　　ルータ、スイッチ他、良く使われる 　HTTP、Mail、DHCP、SNMP

　　機器の名称と、役割 　主要アプリ11の説明

第６章　仮想化ネットワーク

１時間

１.5時間

TOTAL
　2.5時間

１．初級ネットワーク技術者研修（ 時間学習コース）

３ 無線 技術研修 日間

情報ネットワーク
プランナー
・ワイヤレス情報ネットワーク

プランナー・
マスター

情報ネットワーク
プランナー

２ 中級ネットワーク技術者研修 ２日間

【 研修名 】【 認定資格名 】

【 認定資格名 】
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第１章　ブロードバンドルータ概要 第５章　NAT ( Network Address Translat ion )

第２章　スタティックルーティング 第6章　Firewal l

第３章　RIP ( Rout ing  In format ion Protocol ) 第７章　DHC

第4章　PPPoE( Point to Point Protocol Over Ethernet )
第8章　VRRP
（  Vir tual Router  Reduntant Protocol )

AM　9:00
～

　　12:00

PM
13:00～

　
17:00

■対象者：ネットワーク管理者を目指す方、SEを業務とする方
■習得スキル：ネットワークにおけるルーターの役割、ルーター機能についての理解を深め、
SOHO・中規模レベルで使用されるルーターネットワークの構築担当ができる
■学習スタイル：実機学習
■使用機器：アライドテレシスAT-AR03050S、シスコｃａｔａｌｙｓｔ3560、ヤマハRT-107

中級ネットワーク技術者研修（ルータBasic・1日目）

中級ネットワーク技術者研修（スイッチBasic・2日目）
■対象者：「ブロードバンドルータの基礎」の受講レベルを持ち、スイッチの理解・管理を

目指す方
■習得スキル：認証セキュリティおよびVLANを理解し、レイヤー3スイッチの基本的な

ルーティング機能を利用した小中規模なLANの提案、構築、運用ができる
■学習スタイル：実機学習
■使用機器 アライドテレシスX900シリーズ、シスコｃａｔａｌｙｓｔ3560、ヤマハRT-107、AT-VISTA Manager

第1章　MACスイッチング 第5章　スイッチセキュリティー（802 .1X,RADIUS, HTTP認証）

第2章　VLAN 第6章　スイッチ周辺技術（PoE,ループガード）

第3章　STP 第7章　SNMP

第4章　Link Aggregation 実習　ＥＰＳＲ　（Ethernet Protected Protocol）

AM　9:00
～

　　12:00

PM
13:00～

　
17:00

お申込み・お問い合わせ先 ： 一般社団法人 情報通信設備協会 （ITCA）
〒104-0042 東京都中央区入船２－９－５ ＨＫビル５階 TEL 03-5543-2250
E-mail：seminar@itca.or.jp URL：http://www.itca.or.jp/    

無線LAN技術研修（サーベイ・トラブルシューティング）

■対象者：Ethernet通信の仕組およびVLANも概念的には理解している方で、無線機器の
設計・構築・運用が必要な方

■習得スキル：無線LAN機能を習得することで、複数の無線APを用いたサーベイ・設計・
構築・運用を実施できる。これにより、小中規模の無線案件への対応ができる

■学習スタイル：実機学習
■使用機器：アライドテレシス AT-TQ4400、CentreCOM AT-SH230-10GP

第1章  無線LANの現状 第4章　VAPを用いたVLAN間通信

第2章  無線技術解説 第5章　無線APを用いたAPクラスタ機能

第3章　MACアドレスフィルタリング 第6章　無線構築　サイトサーベイ（事前調査）編

第7章　無線構築　トラブルシューティング編

AM　9:00～
　　12:00

PM　13:00
～

　　　17:00

中級NW＆無線LAN 一括（3日間）人材開発支援助成金対応講座
■対象者：採用5年以内かつ３５歳未満の若年者の方で、人材開発支援助成条件を満たす方は、非常にお安い
価格で本3日間コース（中級ネットワーク技術者研修＆無線LAN技術研修）の受講が可能です。 詳しくは、
弊社ホームページをご参照ください。（http://www.itca.or.jp）
■習得スキル： 上述、中級ネットワーク技術者研修（2日間）と無線LAN技術研修（1日）を連続して
受講するコースです。 習得スキルは、上記をご参照ください。
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本部研修　INFORMATION

平成２９年度本部研修開催一覧
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認定試験］

本学習コースは、e-ラーニング・Ｗｅｂ試験ですので、自宅等でマイペースに受講できます。
（全学習時間約 2.5 ～ 3 時間）
アライドテレシスアカデミー㈱が実施するe-Learning 版「はじめての TCP/IP」と同等です。
受講料（Web 試験 1 回分・資格認定料・消費税込み）：会員 14,040 円　非会員 21,060 円

中級ネットワーク技術者研修（２日間）［情報ネットワークプランナーマスター資格認定試験］
本学習コースは、研修会場で受講後、各自でＷｅｂ試験を受けて頂きます。
受講料（Web 試験 1 回分・資格認定料・消費税込み）

【採用 5 年以内かつ 35 歳未満の方】: 会員 32,400 円 非会員 46,440 円（人材開発支援助成金対応）
【上記以外の方】: 会員 43,200 円 非会員 57,240 円

開催地 研修会場 開催日程 募集人員

関　東
品川区五反田 ＡＴ東京 7 月26日（水）～ 27日（木） 20
品川区五反田 ＡＴ東京 11 月15日（水）～ 16日（木） 20

東　海 名古屋市東区 ＡＴ名古屋 10 月18日（水）～ 19日（木） 10
北　陸 金沢市 金沢流通会館 9 月27日（水）～ 28日（木） 10
関　西 大阪市中央区 ＡＴ大阪 8 月 2 日（水）～ 3 日（木） 10
中　国 広島市中区 中特会館 10 月 4 日（水）～ 5 日（木） 10
九　州 福岡市博多区 ＡＴ福岡 7 月11日（火）～ 12日（水） 8
東　北 仙台市青葉区 ＡＴ仙台 9 月13日（水）～ 14日（木） 10
北海道 札幌市北区 ＡＴ札幌 9 月 5 日（火）～ 6 日（水） 10

※研修会場はＡＴ（アライドテレシス㈱）を使用するが、それ以外は、別会場とする。
無線ＬＡＮ技術研修（１日間）［情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格認定試験］

本学習コースは、研修会場で受講後、各自でＷｅｂ試験を受けて頂きます。
受講料（Web 試験 1 回分・資格認定料・消費税込み）: 会員 32,400 円 非会員 48,600 円

開催地 研修会場 開催日程 募集人員

関　東
品川区五反田 ＡＴ東京 7 月28日（金） 10
品川区五反田 ＡＴ東京 11 月17日（金） 10

東　海 名古屋市東区 ＡＴ名古屋 １0 月20日（金） 10
北　陸 金沢市 金沢流通会館 9 月29日（金） 10
関　西 大阪市中央区 ＡＴ大阪 8 月 4 日（金） 10
中　国 広島市中区 中特会館 10 月 6 日（金） 10
九　州 福岡市博多区 ＡＴ福岡 7 月13日（木） 8
東　北 仙台市青葉区 ＡＴ仙台 9 月15日（金） 10
北海道 札幌市北区 ＡＴ札幌 9 月 7 日（木） 10

※研修会場はＡＴ（アライドテレシス㈱）を使用するが、それ以外は、別会場とする。
中級ＮＷ＆無線ＬＡＮ一括研修（３日間）

［情報ネットワークプランナーマスター資格認定試験   情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格認定試験］
本学習コースは、研修会場で受講後、各自でＷｅｂ試験を受けて頂きます。
受講料（Web 試験 1 回分・資格認定料・消費税込み）

【採用 5 年以内かつ 35 歳未満の方】: 会員 54,000 円 非会員 89,640 円（人材開発支援助成金対応）
【上記以外の方】: 会員 64,800 円 非会員 95,040 円

開催地 研修会場 開催日程 募集人員

関　東
品川区五反田 ＡＴ東京 7 月26日（水）～ 28日（金） 10
品川区五反田 ＡＴ東京 11 月15日（水）～ 17日（金） 10

東　海 名古屋市東区 ＡＴ名古屋 10 月18日（水）～ 20日（金） 5
北　陸 金沢市 金沢流通会館 9 月27日（水）～ 29日（金） 5
関　西 大阪市中央区 ＡＴ大阪 8 月 2 日（水）～ 4 日（金） 5
中　国 広島市中区 中特会館 10 月 4 日（水）～ 6 日（金） 5
九　州 福岡市博多区 ＡＴ福岡 7 月11日（火）～ 13日（木） 5
東　北 仙台市青葉区 ＡＴ仙台 9 月13日（水）～ 15日（金） 5
北海道 札幌市北区 ＡＴ札幌 9 月 5 日（火）～ 7 日（木） 5

※研修会場はＡＴ（アライドテレシス㈱）を使用するが、それ以外は、別会場とする。
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地方本部研修・セミナー　INFORMATION

関東

「経理の知識」と「仕事の基本」研修

日程 平成29年7月19日（水曜日） 定員 20 名

時間 10：00 ～ 16：00 参加費 会員及び非会員 12,960 円（教材費・税込）

会場  U-AXISビル 2 階 BCC（ビジネス･コミュニケーショ
ン･ センター）（東京都中央区入船 2-2-14）

申込み
方法

関東 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、7
月7日（金）までに下記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：03-5244-9711

講演
内容

①第一線に立つ者として、キャッシュフローを考えなが
ら仕事を進める知識を身につけ、業務を通じてキャッ
シュフロー改善に寄与できるようします。
②仕事を円滑に進めるためコミュニケーション力を身に
つけます。

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。

関東

一日でわかるプレゼンテーション研修（旧：現場力向上研修）

日程 平成29年9月8日（金曜日） 定員 20 名

時間 9：00 ～ 17：00 参加費 12,960 円（教材費・税込）

会場  U-AXISビル 2 階 BCC（ビジネス･コミュニケーショ
ン･ センター）（東京都中央区入船 2-2-14）

申込み
方法

関東 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、7
月7日（金）までに下記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：03-5244-9711

講演
内容

プレゼンテーションの基本を学び、相手に分かりやすく
伝える（①ストーリーの作り方②資料の作り方③話し
方）３つのスキル習得を行い、理論的な考え方と伝
える情報を体系的にわかりやすく整理する基本を学び
ます。更に、プレゼンテーション技術により「説得力・
表現力」の向上を図ります。

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。

関西

品質向上セミナー

日程 平成 29 年 7 月27日（木） ～ 28日（金） 定員 10 名（最小人数に満たない場合中止する事もありま
す）

時間 9 時～ 17 時 受講料 （会員）28,080 円　　（非会員）42,120 円　税込

会場 大阪市北区堂島浜 2-1-25　
中央電気倶楽部　213 号室

申込み
方法

関西 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：06-4256-7156

研修
種別

業務改善・品質改善を継続して行い、トラブル対策
や再発防止につなげることを理解する。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
※詳細は関西地方本部ホームページ（Http://
www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。

対象者 新入社員から管理職まで。事務系・技術系を問わず、品質は会社の生命線です。

関西

職場リーダー養成セミナー
日程 平成 29 年 8 月24日（木） ～ 25日（金） 定員 8 名（最小人数に満たない場合中止する事もあります）
時間 10 時～ 17 時 受講料 （会員）22,680 円　　（非会員）34,020 円　税込

会場 東大阪市菱江 6 丁目9 番 10 号  　　　　　　　
大阪府東大阪高等職業技術専門校　　

申込み
方法

関西 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：06-4256-7156

研修
種別

講義とグループ討議型で実施。職場リーダーに必要
となる、ものの見方、考え方、行動のとり方について
考えていただき、自己の特性から目指すべきリーダー
シップに気づいていただく実践的な研修です。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
※詳細は関西地方本部ホームページ（Http://
www.itca.or.jp/kansai2）をご覧ください。

対象者 営業系・技術系の現場リーダ又はリーダを目指す人。
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委員会・理事会等模様

平成29年度第1回教育委員会模様
１．日時　　　平成 29 年 4 月 12 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 2 対地接続）
３．出席者　　藤田義明教育委員長、河内康志委員、
　　　　　　　山内明専務理事、
　　　　　　　ATACD 小林社長、
　　　　　　　ワイズ・システム 二瓶副社長
４．議題

（1）人材開発支援助成金申請について
（2）平成 29 年度研修（検討課題）について
（3）その他

平成29年度第1回委員長会議模様
１．日時　　　平成 29 年 5 月 19 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 2 対地接続）
３．出席者　　大木一夫会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　井上新一副理事長・総務財務委員長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長・広報委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 29 年度第 1 回理事会議題審議
　　（主に第 63 回定時総会議案）

（2）その他

平成29年度第1回理事会模様
１．日時　　　平成 29 年 5 月 25 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分
２．場所　　　Web 会議
　　　　　　　 （本部、他 17 対地（8 地方事務局、9

各自席））
３．出席者　　大木一夫会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長、井上新一副理事長、
　　　　　　　山内明専務理事
　　　　　　　今井秀明、長谷川浩正、松山　仁、
　　　　　　　髙瀬幸雄、樋口正仁、藤田義明、
　　　　　　　嶋田泰嗣、吉本幸男、阿部准定、
　　　　　　　竹内　聰　の各理事
　　　　　　　平野　毅、宮川欣丈、平塚富美男　
　　　　　　　の各監事

４．大木会長挨拶要旨
会長の大木でございます。28 年度決算の各地方本部
の財産目録等を見て行きますと、いくつかの地方本
部では、来年度にはもう正味財産がマイナス、赤に
なりかねないという、地方本部だけでなく当協会全
体として非常に大きな危機的なところにあると言わ
ざるを得ないと思います。
　そうした中で、短期的に赤字化を避けるという意
味では費用に対して、かなり大胆なメスを入れてい
かざるを得ないかと思いますが、もう一方で、魅力
ある協会を作り上げていくということを通じて、退
会される皆さんの減、または新しい会員拡大に繋げ
ていくということが、少し時間がかかるが重要な事
だと思います。それをやる為には、支部、地方本部
そして本部が知恵を出し合って、一丸となって新し
い取組みに取組んでいく事が一番大事かと思います。
　今回の議案の中にも今年度の取組み、新しいアラ
イアンス、協業に対する具体的な動きも出てきてい
るところですので、是非、今日の理事会含めて今年
度を次年度以降に向けた大きな転換点、今年度が転
換点になったと言って頂けるような活動を一丸と
なって進めて行きたいと思いますので、ご協力の程、
宜しくお願いしたいと思います。
5．大輪理事長挨拶要旨
　大輪でございます。本日は、ご出席頂きましてあ
りがとうございます。また、Web 会議にご参加頂き
ましてありがとうございます。先日も関東地方本部
の総会が無事、滞りなく終了いたしまして、懇親会
に総務省関東総合通信局の基盤部長にご挨拶頂きま
したが、その中で工事担任者の重要性について総務
省も非常に重要であると認識しており、経済、モノ
づくり、今後 ICT がイニシアティブをとって成長す
る中では最も重要であり、地位向上には総務省とし
ても積極的に取り組んでいくという言葉もありまし
た。
　また、会場の席では、この間 150 ケ国に及ぶラン
サムウェアの今後の問題点、どうやったら防げるか
ということで会員企業にも問い合わせがかなり来て
いるという状況下にあります。まずは、メールです
から開けてはならないのを開けてしまうと。７割の
方が実験的にやりますと開けてしまうと、今回 OS の
ちょっと穴もありましたけれども、そこは塞いだと
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いうことであります。また、ご承知のように個人情
報保護法が 5 月 30 日改正されまして、5000 以上の会
員が全領域で対象となるということであります。こ
れもまた個人の特定に対しては、もう一度お客様に
説明なりを会員企業が積極的に取り組んで頂ければ
と思っております。
6．議事録署名人の選出
　大輪理事長が議長となり、定款第 34 条の規定によ
り議事録署名人を、大木会長、大輪理事長、平野監事、
宮川監事、平塚監事にしたい旨諮り、了承された。
7．審議模様

（審議事項）
　平成 29 年度第 1 回理事会議題について次のとおり
審議した。

（1）第 63 回定時総会議案について
　山内専務理事は、資料－１「平成２８年度事業報
告＜総会第 1 号議案＞」～資料－６「役員の選任（補
欠理事候補）＜総会第 5 号議案＞」について、その
内容ついて具体的な説明を行い、異議なく議決した。

（2）総会スケジュール等について
　山内専務理事は、資料－７「総会スケジュール等」
について説明し、異議なく議決した。

（3）通常会員の入退会について
　山内専務理事は、資料－８「通常会員の入退会」
について説明し、その後各理事より新規会員勧誘取
組み状況について報告があり、異議なく議決した。

（4）平成 29 年度本部会費について
　山内専務理事は、資料－９「平成 29 年度本部会費」
について、その内容ついて説明を行い、議決した。

（主な質問・意見）
（栩谷理事）
　29 年度会費については、前回の理事会で議決さ
れており、その際に次年度以降については検討頂き
たと申し上げている。関西ではまだ退会が続いてい

る。また、関西は他地方と比較し会費を約 3 倍取っ
ているが、会員がそのメリットを実感していない。
このことについては関西の役員も責任を感じている
が、地方のコスト削減ばかりでなく、本部の施策経
費及び固定費の削減努力を是非お願いしたい。

（山内専務理事）
　具体的に本部事業の経費、固定費等についてどこ
をどう見直してほしいのか具体的なご意見があれば
別途ご提案頂き、今後検討する機会もあることから、
本部としても積極的に検討し取組んでいきたい。他
の地方本部についても、本部への要望等あれば別途
ご提案頂くようお願いしたい。

（5）電気通信個人情報保護推進センターの団体構成
員加入について
　山内専務理事は、資料－ 10「電気通信個人情報
保護推進センターの団体構成員加入」について、そ
の内容ついて具体的な説明を行い、異議なく議決し
た。

8．報告事項
（報告事項）
（6）平成 29 年度研修計画（検討課題）対応について

　山内専務理事は、資料―11「平成 29 年度研修計
画（検討課題）対応について」を説明し、承認された。

（7）職務執行状況報告
　山内専務理事は、資料―12「職務執行状況報告」
を説明し、承認された。

（8）平成 29 年度委員会名簿
　山内専務理事は、資料―13「平成 29 年度委員会
名簿」を説明し、承認された。

（9）その他
　山内専務理事は、資料－ 14 ～ 16「その他（1）
部外団体加入・役員等就任状況、（2）議事録ローテー
ションと総会担務、（3）会議日程」を説明し、承認
された。
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新製品・新サービス

　株式会社バッファローは、大型可動式アンテナを搭載
し、通信の混雑を解消する ｢バンドステアリング｣ に対応
した、高速無線 LAN 規格 ｢IEEE 802.11ac｣（以下、11ac）
3 × 3 対応の Wi-Fi ルーター（無線 LAN 親機）｢WXR-
175XDHP2 シリーズ｣ を 2017 年 4 月下旬より発売開始し
ました。
　本製品は、大型可動式アンテナを搭載した 11ac 3 × 3 対
応の Wi-Fi ルーターです｡ 3 本の外付けアンテナがスマー
トフォンやタブレットなどの端末に対して安定した Wi-Fi
通信を提供します｡ スマートフォンやタブレットは持つ角
度や向きを変えるだけでも受信感度が変わることがありま
すが、本製品では家の隅々まで高速で安定した電波供給を
実現します。
　また、通信の混雑を解消する ｢バンドステアリング｣ に
対応｡ スマホ ･ タブレットやパソコンを 5GHz 帯、2.4GHz
帯のどちらか混雑していない方へ自動で接続を切り替え、
いつでも空いている帯域を利用でき快適な通信を提供しま
す｡ ※ 1

　本製品は、株式会社 NTT ぷららが提供する映像配信サー
ビス ｢ひかりＴＶ ４Ｋ｣ の動作確認済み製品です。
　iPhone 7、iPhone 7 Plus などの機器の通信を安定 ･ 高速
化する ｢ビームフォーミング｣ と、iPhone 5s などに有効
な ｢ビームフォーミング EX｣ に対応｡ 室内を移動する端
末を自動追尾し、強力に接続します。
　既設の Wi-Fi ルーターから本製品へ簡単に環境移行でき
る ｢エアステーション引っ越し｣ 機能を搭載｡ 本製品と既
設の Wi-Fi ルーターそれぞれの AOSS/WPS ボタンを押す
だけで、無線ネットワーク名（SSID）とパスワードを自
動で引き継げ、スマホ ･ タブレットなどの Wi-Fi 設定を変
更することなく Wi-Fi ルーターを入れ替えできます｡ WPS
ボタン搭載の他社製 Wi-Fi ルーターからの引き継ぎも可能
です。
　次世代ネットワーク網 ｢IPv6｣ に対応し、インター
ネットマルチフィード株式会社（以下インターネットマ
ルチフィード）の提供する ｢transix※ 2（トランジックス）
｣ や、株式会社インターネットイニシアティブ（以下 IIJ）
の提供する ｢transix｣ を利用した個人向け接続サービス
｢IIJmio FiberAccess/N F サービス※ 3｣、および日本ネット
ワークイネイブラー株式会社（以下 JPNE）の提供する
インターネットサービスプロバイダー（ISP）事業者向け
IPv4･IPv6 デュアルスタックサービス ｢v6 プラス※ 4｣ が利
用でき、一台のルーターで IPv6 と IPv4 の共存を可能にし
ます。

※ 1 一部の端末はバンドの優先度が固定されているため、
期待通り誘導されない場合があります。

※ 2 インターネットマルチフィードが提供する｢transix｣は、
東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の
｢フレッツ光ネクスト｣、｢フレッツ光ライト｣ におけるイ

ンターネット（IPv6 IPoE）接続機能を活用した IPv6 イン
ターネット接続サービスです。
transix を利用することにより、ISP 事業者は自社で IPv6
接続用のネットワークを保有することなく IPv6 インター
ネット接続サービスを提供できるようになります。サービ
ス詳細は以下サイトをご参照ください。
http://www.mfeed.ad.jp /transix/

※ 3 IIJmio FiberAccess/NF サービスは、インターネット
マルチフィードの提供する ｢transix｣ を利用した、東日本
電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の ｢イン
ターネット（IPv6 IPoE）接続｣ に対応したインターネッ
ト接続サービスです。サービス詳細は以下サイトをご参照
ください。
https://www.iijmio.jp /guide/outline/nbd/

※ 4 JPNE が提供する ｢v6 プラス｣ は、お客様が IPv6 及
びIPv4を同時利用することのできるISP向けインターネッ
ト接続ローミングサービスです。 NTT 東西の ｢フレッツ
光ネクスト｣、｢フレッツ光ライト｣ におけるインターネッ
ト（IPv6 IPoE）接続機能を活用した IPv6 インターネット
接続サービスと JPNE の MAP-E（draft-ietf-softwire-map）
を利用した IPv4 接続で構成されます。｢v6 プラス｣ を利
用することにより、ISP 事業者は自社で IPv6 及び IPv4 接
続用のネットワークを保有することなく IPv6 及び IPv4 イ
ンターネット接続サービス ｢v6 プラス｣ をお客様に提供
できるようになります。サービス詳細は以下サイトをご参
照ください。
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/

無線ＬＡＮ親機 1 1 ac/n/a/g/b 1 300+450Mbps
エアステーション ハイパワー Giga

型番 価格
WXR-1750DHP2 ￥15,400（税抜）WXR-1751DHP2

バッファローが通信の混雑を解消する「バンドステアリング」対応
１１ａｃ３×３Ｗｉ－Ｆｉルーターを発売

WXR-175xDHP2シリーズ
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第５８回電気通信協会賞を東海地方本部の藤田義明氏が受賞

一般財団法人電気通信協会では、「電気通信協会
賞」を電気通信事業及びこれに関連する事業の振興
に寄与し、その功績顕著なる方々に授与しており、
第 58 回受賞者には 26 名が選出されました。

情報通信設備協会からは、東海地方本部 株式会
社 TTK 代表取締役 藤田義明氏（本部理事・東海地
方本部副本部長）が選出されて、5 月 19 日（金）に
東京都港区の明治記念会館で贈賞式が行われました。
午後 4 時 30 分から始まった贈賞式は、一般財団法
人電気通信協会の和才博美会長の式辞のあと、受賞
者に「電気通信協会賞」が贈られ、続いて総務省総
合通信基盤局長（代読・秋本芳徳総務省総合通信基
盤局総務課長）と経済産業省商務情報政策局 三浦章
豪情報通信機器課長が祝辞を述べられたあと、午後
5 時 20 分から懇親会が盛大に模様されました。

受賞者紹介

◎藤田　義明　氏（株式会社 TTK　代表取締役　　

本部理事・東海地方本部副本部長）　

会員名：株式会社 TTK
所在地：愛知県名古屋市
受賞理由：
　昭和 57 年 4 月東海通信工業㈱に入社し、通信
機器販売・工事および PBX の販売、設計、施工、
保守にも従事し、取締役、専務取締役、常務取締役、
代表取締役等の要職を歴任し、33 年余の永きにわ

たり情報通信設備業界の発展に貢献しました。
　この間、昭和 50 年代当時画期的であった分散
型交換機の導入販売に積極的に取り組み大きな業
績達成から始まり、昭和 59 年 11 月より電電公社
がサービス開始した高速ディジタル回線は TDM、
PBX との組合せで 3 種の神器とよばれ、民間、公
共問わずプライベートネットワーク（以下 PNW）
を構築し音声通話を広域内線化すると共に、デー
タ通信と統合する事でお客様の通信料金を劇的
に低廉化する事が可能となり、数多くのお客様の
PNW 構築を販売、設計から施工まで手がけた実
績は秀逸なものでありました。
　更に高度成長期には個別システムの構築も盛ん
に行われ、高度な緊急指令システム、無線回線に
よる回線の冗長化などのシステム構築にリーダ
シップを発揮し、株式会社 TTK（旧：東海通信
工業株式会社）の人、物、金、情報の礎を確固た
るものとしました。
　平成 20 年 5 月からは（社）情報通信設備協会
において理事、幹事、副本部長を歴任し、平成 22
年 6 月からは本部理事も兼任しており、現在は本
部、東海地方本部共に教育委員長を担当し、協会
が実施する人材育成研修に e ラーニング、Web 試
験などを取り入れ、改革および最新技術の反映に
も取り組んでいます。

贈賞式会場で（左から）藤田氏と大木会長 受賞者代表の贈賞式模様
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INFORMATION

アライドテレシス株式会社
代表取締役副社長 　長尾 利彦

第一号となる認定証の贈呈：英工電機株式会社 様
〜一般社団法人情報通信設備協会との協業について〜

盛夏の候、皆様にはいっそうご活躍のこととお慶
び申し上げます。 

この度は一般社団法人情報通信設備協会様（以
下 ITCA 様）との協業スキーム立上げにご賛同いた
だけましたこと、誠にありがとうございます。また、
これまで会員の皆様には通信インフラの構築にご尽
力いただいたことに重ねて御礼申し上げます。

さて、ITCA 会員企業様への協業スキームの発表
以降、多数のお問合せを戴き私どもアライドテレシ
スに多くの期待を戴けていることをあらためて実感
致しました。

この度、協業スキームにおける認定企業といたし
まして、英工電機株式会社様（本社 : 東京都千代田
区、代表取締役社長 : 井上剛毅 様、以下 : 英工電機 
様）に第一号となる認定書を発行し、さる 6 月 14 日
に認定証の贈呈を行いました。英工電機様には 15 年
以上アライドテレシス製品をご愛顧いただいており、
これまでに数多くのお客様に導入戴いておりました。
今回の認定を機に更なる業務の連携、協力をさせて
頂く所存でございます。

本協業スキームでは、すでに複数社の企業様を認
定しており、問合せ窓口と営業窓口においてお客様
への案内を開始しております。会員企業様のビジネ
スの拡大と、安心してお使いいただける工事企業と
して、私どもアライドテレシスのお客様に繋がれば
幸いでございます。

2020 年を目前に Wi-Fi ネットワーク、監視カメラ
ネットワークが大きく広がってきました。更には各
種センサーの情報も連携し、IoT の具体的な利用も
始まりました。今後AIの技術も連携し、情報通信ネッ
トワークは更なる進化を続けようとしています。し
かしながら、通信基盤は電気信号や光信号、電波信
号の伝送によるものが続き、ケーブルやアンテナの
物理的工事は無くなる事はなく更に拡大して行きま
す。

この様な時代に、私どもでは安心してお使いいた
だける製品の提供と会員企業様の現場対応が容易に
行えるサポート及びサービス体制の構築を使命とし
て参ります。

今後もアライドテレシスに対し忌憚のないご意見
ご要望を戴けましたら幸いでございます。

 （左）英工電機（株）井上剛毅社長、（右）アライドテレシス（株）長尾利彦副社長
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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6月30日現在で102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 神奈川協立情報通信㈱ 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

認定番号 会員名 所属 電話番号
0062 電通システム㈱ 関東 027-361-3211
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 ㈲相模通信システム 関東 045-321-9700
0080 大栄電子㈱ 関東 045-321-8461
0081 ㈱立芝 中国 082-230-3711
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
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
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
0117 ＫＯＳネットワーク㈱ 関西 06-6633-4301
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新会員（平成29年4月21日~平成29年6月30日）

■通常会員

◎　会社名　　ダイコー通産株式会社　札幌営業所
　　　　　　　（平成29年4月25日入会）
　　所在地　　北海道札幌市　
　　代表者　　北岡　栄治　　
　　TEL　　　011-806-0073
　　事業内容　ケーブルテレビ、情報通信用ケーブル、諸材料、

諸機材販売
　　URL　 　  http:///www.daiko-tsusan.co.jp

◎　会社名　　 株式会社瀬戸内コムテック
　　　　　　　（平成29年4月25日入会）
　　所在地　　香川県高松市　
　　代表者　　平賀　健太郎　　
　　TEL　　　087-841-2957
　　事業内容　建設業許可業種の設計施工、建築物及び工作物

の設計、監理業務
　　URL　 　  http:///www.seto-com.jp/

◎　会社名　　 株式会社シーヴァ
　　　　　　　（平成29年6月13日入会）
　　所在地　　岡山県岡山市　
　　代表者　　立川　誠　　
　　TEL　　　086-239-1180
　　事業内容　NTT及び他社設備の通信工事業

◎　会社名　　 株式会社ソルコムビジネスサービス
　　　　　　　（平成29年6月13日入会）
　　所在地　　広島県広島市　
　　代表者　　大石　修也　　
　　TEL　　　082-251-1166
　　事業内容　電気通信機器・情報処理機器の販売、ソフト

ウェアの開発・販売
　　URL　 　  http:///www.solcom-bs.co.jp/
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公益社団法人日本生産性本部が3
月に発表した平成29年度新入社員の
タイプは「キャラクター捕獲ゲーム型」
と発表されました。特徴は、「はじめは
熱中して取り組むが、飽きやすい傾向
も。モチベーションを維持するためにも
新しいイベントを準備して、飽きさせぬ
ような注意が必要」との事でした。上
司、先輩社員は、新入社員のやりがい
や目標を提供する事で、優秀な戦力
を育成して定着させることができるの
ではないでしょうか。
 本号の地方本部総会・懇親会報告
内で、「永年勤続従業員表彰」を掲
載しておりますが、長きに亘って勤めら
れている先輩方のように新入社員も
本業界を支えられるように成長してほ
しいと思います。

（編集委員）
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