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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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FRONT VOICE

株式会社日立情報通信エンジニアリング
執行役員　杉本 守二

ＩｏＴ社会に向けた取り組み

初秋の候、皆様にはますますご健勝のこととお喜
び申しあげます。

会員の皆様には一方ならぬお力添えをいただき、
誠にありがとうございます。

　今年度も上半期が経過し、依然、海外情勢を中心
に不透明な状況の中で先行きの予測が難しい反面、
2020 年の東京オリンピックやインバウンドの増加を
想定した新たな需要や IoT、AI などによる新ビジネ
スの拡大が期待され、これらの市場変化への迅速な
対応が求められております。

　通信システムにおいてはこれまでのベースとなる
音声通信に加え、電話帳に通話相手のプレゼンス情
報、テレビ会議システムやチャットなど、場所や時
間にとらわれない、効率の良いコミュニケーション
方法を備えた UC（ユニファイドコミュニケーショ
ン）が進化しています。それらが業務の効率改善や
労働時間短縮につながることから「働き方改革」と
いうキーワードで提案されています。どんなに時代
が変化しても人と人のコミュニケーションはなくな
りません。今後、コミュニケーションツールとして
の PBX や各種端末さらに数多くのアプリケーション
が一体化し、コミュニケーション方法が進化すると
ともに付加価値の高い手法が提案されていくことと
思われます。

　一方で近年、新たな取り組みとして IoT やビッグ
データ、AI などの利用によってさらなる付加価値を
提案する動きが活発化し、少子高齢化社会で課題と
なる人手不足の対策として期待されています。この

社会的な課題に対して、弊社ではセンサーで集めた
データを集積し、解析して、異常検知や傾向分析を
する「スマート IoT サービス」を既に製品化し、お
客さまに対して付加価値を提供しています。これま
で、人手に頼っていたこれらの計測、データの収集・
整理や分析を自動化し、かつ高い精度で実行するこ
とができます。このサービスは現在、（株）日立製作
所および日立グループが提唱する社会インフラ基盤
である Lumada（*1）にユースケースとして登録されて
います。今後は IoT センサーの種類やデータの分析
手法の追加によってさらに多種多様なお客さまの課
題の解決ができると考えております。

今後、音声通信が UC の強化による働き方改革の
ツールへと進化し、さらに IoT や AI による IoT サー
ビスを組み合わせることによってこれまでのコミュ
ニケーションに加えて業務効率化や人手不足に対応
したトータルでのお客さまの課題解決のソリュー
ション提供を目指していきたいと考えています。
そのために、真にお客さまが必要とするソリューショ
ンを見極め、価値のあるものを提供するためにお客
さまとのさらなる協調や、各種パートナー様との連
携は重要であると考えており、そのための協働活動
も強化していきたいと考えております。

会員皆様との連携強化によって皆様の事業拡大
に少しでも貢献できるように取り組んでまいります。
今後ともご指導のほど、よろしくお願い申しあげます。

（*1）「Lumada」（ルマーダ）は、デジタル技術によるイノベー
ションを「サービス」として、お客さまが迅速かつ容易に活
用できる日立の IoT プラットフォームです。
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地方本部だより

■江戸堀（えどぼり）
町名は、元和 3 年（1617）に開削された江戸堀川

沿いに町域が位置したことに由来。堀川の名称起源
は、はっきりしないが、徳川幕府の統治下に入って
最初に掘った堀割を記念して付けたものと思われま
す。江戸時代には諸藩の蔵屋敷が建ち並び、舟運に
も良く利用されました。

江戸堀川は水質浄化のため昭和 11 年ごろ、川の起
点部分に可動堰が設けられたりもしたが、昭和 30 年
9 月には埋め立てられました。

■土佐堀（とさぼり）
町域が大川の分流である土佐堀川左岸に沿って位

置することに由来します。旧淀川は中之島と出合う
天神橋付近で二手に分かれ、そのうち中之島の南側
を流れる方を土佐堀川と呼びます。付近は豊臣時代、
土佐商人の群居した土佐座の地といわれ、河川名の

「土佐堀川」もそこからきたと伝えられています。
北側の堂島川が「裏川」に対し、南側の土佐堀川

は「表川」とも呼ばれ、江戸時代には岸沿いに各藩
の蔵屋敷が建ち並び、諸国の物産を積んだ船の出入
りで賑わい、大坂商人の活躍の場だったようです。

■肥後橋と肥後橋駅
肥後藩の蔵屋敷は元禄時代になって中之島西部の

越中橋北詰へ移転しましたが、橋名と町名はそのま
ま残りました。肥後橋が渡辺橋の通りに移ったのは
明治 21 年に鉄橋化されたときからです。18 年の洪
水で流失した後、渡辺橋と共に鉄橋で架けられまし
た。肥後・渡辺橋の通りは、明治 7 年にすでに造ら
れていた大阪駅へのメインストリートであったため、
早く鉄橋化されたものと思われます。

肥後橋駅は、大阪市西区江戸堀一丁目にある大
阪市営地下鉄四つ橋線の駅のひとつです。江戸時代、
肥後橋の北詰の中之島に肥後藩の蔵屋敷があり、あ
たりは肥後島町と呼ばれていました。明暦 3 年の「新
板大坂之図」には肥後殿橋とあり、古くはこう呼ば
れたこともあったそうです。

◆天神祭り
大阪の「天神祭」は東京・神田祭、京都・祇園祭

とともに日本三大祭りの一つと言われ、毎年 130 万
人もの人が訪れる夏の都市大祭です。

天神祭は、大阪市内の天満にある大阪天満宮の氏
地を中心に、毎年、宵宮が 7 月 24 日、本宮が翌 7 月
25 日に定められ、賑やかに行われます。

祭りの中心は大阪天満宮で祀られている菅原道真
公です。市内の繁栄ぶりを道真公の御神霊に見てい
ただき、さらなる繁栄を祈願するために氏地を巡行
するのです。この巡行で有名なのが、本宮の日に行
われる陸渡御、船渡御。特に船渡御は千年以上も前
に始まり、大阪とともにその古い歴史を歩んできま
した。

水都大阪を代表するお祭りといってもよい「天神
祭」は、講社はもとより、多くの人々に支えられな
がら、紆余曲折の歴史を経て、今日まで続いてきた
お祭りなのです。

◆ 24 日　宵宮　（宵宮祭・鉾流神事・催太鼓・獅子
舞氏地巡行）
宵宮祭（よいみやさい）　いよいよ天神祭のスタート
天神祭の始まる 24 日の朝、7 時 45 分より本殿に

て宵宮祭を斎行。 8 時半すぎ、素木の神鉾を捧げた
神童や供奉人、約 2 百人の行列が大阪天満宮の表門

事務所移転後、現在の所在地は大阪市西区江戸堀という町名です。公共交通機関では大阪市営地下鉄四つ橋線
肥後橋駅が最寄り駅になります。江戸堀の北側に隣接して土佐堀という町名がありますが、どちらもお堀らし
きものは流れていません。そこで、江戸堀、土佐堀、肥後橋について調べてみましたのでご紹介します。

関西地方本部の事務所移転１年によせて
～大阪市西区の町名由来と天神祭り～

一般社団法人情報通信設備協会　関西地方本部
　広報教育委員長　松本正幸

（株式会社岩通サービスセンター　代表取締役社長）
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を出発し、旧若松町浜の斎場へと向かいます。

◆鉾流神事（ほこながししんじ）　祭りの開幕を告げ
る厳かな神事
8 時 50 分ごろ、夏越祓いの神事の後、斎船で堂

島川の中ほどに漕ぎ出し、菅公御歌の神楽歌「鉾流
歌」の調べが奏される中、船上から神童が神鉾を流し、
御神意を伺うとともに神職は祓物を河中に流して氏
子市民の無病息災と市中平穏が祈願されます。

◆ 25 日　本宮　（本宮祭・神霊移御・陸渡御・船渡御・
奉納花火）陸渡御（りくとぎょ）
陸路で氏地を巡る陸渡御。大阪天満宮の氏子・崇

敬者たちで結成された「講」と呼ばれる多くの団体が、
渡御の御供を行う行列を仕立てます。渡御とは神様
がお出ましになるという意味。この講を中心に総勢
3 千人余りが、色彩豊かな衣装を身にまとい、神具
を携えて渡御の御供をする様は、絢爛優美で時代絵
巻さながらの光景です。陸渡御を終えるといよいよ
船渡御の開始です。

◆船渡御（ふなとぎょ）
天満宮御鎮座の翌々年、天暦５年（９５１）に社

頭の浜から神鉾を流し、流れついた浜に御旅所を設
け、禊（みそぎ）を行ないました。その時に、神領
民や崇敬者が船を仕立てて奉迎したのが天神祭の始
まりとされます。航路で御旅所に向かう際に、御旅
所周辺の氏子たちが船渡御を御迎えするために御迎
船や御迎人形を仕立て、その御迎船列が渡御船列に
合流することで、船渡御は大規模なものとなってい
きました。現在は、船渡御で航行する船は 100 隻あ
まり、また船渡御の途中、御鳳輦船の上で、神様に
氏子や市民の暮らしぶりをご覧いただき御加護を祈
願する「水上祭」が行われています。

◆奉納花火
神様にご覧頂くために本宮の日に打上げるのが「奉

納花火」です。私たちはそれを陪観させていただく
という立場にあります。辺りがだんだんと暗くなっ
てきた頃、神様にご奉納する華麗な打上げ花火開始
されます。大川をはさみ２ヵ所から打上げられる花
火は総数 3000 発～。この打上げられた花火と篝火そ
して提灯の光は大川を航行する船渡御列を照らしだ
し、一層、見守る人々を神秘的な光景へ誘います。

是非来年は、お越しになって大阪の熱いお祭りを
お楽しみ下さい。
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業界ニュース　6月 

IDCJapan ㈱は、企業向けルーター、企業向けイーサネットスイッチ、企業向け無線 LAN 機器からなる国内企業
向けネットワーク機器市場における 2016 年実績と予測を発表した。2016 年の国内企業向けネットワーク機器市場は、
前年のプラス成長から一転して 4.6％減のマイナス成長に転じ市場規模は 2,053 億 4,900 万円になった。2016 年の同市
場は、データセンター向けイーサネットスイッチ需要の拡大や無線 LAN アクセスポイントの出荷台数増加はみられ
たものの、全体的には市場の成熟化が改めて浮き彫りになったといえる。3 つの製品分野のいずれも前年の市場規模
を下回り、2016 年の前年比成長率は、企業向けイーサネットスイッチ市場がマイナス 4.9％、企業向けルーター市場
がマイナス 3.0％、企業向け無線 LAN 機器市場がマイナス 6.0％になった。
　今後の国内企業向けネットワーク機器市場に関しては、市場全体の成熟化の進行に伴って大きな成長は見込みにく
いものの、安定した市場であるとも言える。国内企業向けネットワーク機器市場全体の 2016 年～ 2021 年の年間平均
成長率はマイナス 0.2％で、2021 年の市場規模は 2,036 億 3,800 万円と予測している。
（URL: http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20170606Apr.html ）

IDCJapanが国内企業向けネットワーク機器市場動向を発表

丸紅情報システムズ㈱と大日本印刷㈱は共同で、複数機器間の通信をセキュアに行うバーチャルプライベートネットワーク
（VPN）において、丸紅情報システムズ㈱が運用する管理サーバーを利用し、IoT 機器やモバイル端末に VPN ソフトウェアを
インストールするだけで簡単に構築できるクラウド型の VPN サービスを 2017 年 8 月に開始した。特長は、①ソフトウェアの
ため導入が簡単かつ IoT 機器への組み込み対応が可能　②同時複数 P2P 接続で多彩なネットワーク構築が可能　③端末認証に
よる高いセキュリティ　④シームレスに VPN 通信ができるため移動体での使用に最適　⑤グルーピング機能　⑥マルチキャ
リアに対応　⑦セキュリティの高いデータセンターで運用　価格：1ID あたり月額 1,000 円
（URL: http://www.marubeni-sys.com/news/2017/20170601/ ）

丸紅情報システムと大日本印刷がセキュアな通信環境の構築を容易にするクラウド型のＶＰＮサービス
を提供

LINE ㈱は、内閣府が運営するマイナポータルとコミュニケーションアプリ「LINE」を連携させることに関して
合意し、協定を締結した。マイナポータルとは、マイナンバーカードを用いて自分のアカウントを作成することで、
オンライ上で行政機関が持つ自分の情報を確認したり、行政機関などからのお知らせを受け取ったり、全国の行政サー
ビスを検索し、電子申請することが可能となる、内閣府が運営するウェブサービスである。今回の連携により、今後
開設を予定しているマイナポータルの LINE 公式アカウント「マイナちゃん」との簡単なメッセージのやり取りを通
じてマイナンバーや氏名などの個人情報を用いることなく、全国の行政サービスが横断的に検索できるようになる。
ユーザーの希望に合ったサービスが見つかったら、表示された URL をタップして「LINE」からマイナポータルに移
動することによって、マイナポータルから電子申請を行うことができるようになる。
（URL: https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2017/1765 ）

LINEが内閣府とのマイナポータル連携に関する協定を締結

キャノン㈱は、独自の親水コーティングを採用した赤外照明搭載・屋外環境対応のネットワークカメラ「VB-
H761LVE-H」、「VB-H751LE-H」「VB-M741LE-H」の計 3 機種を 2017 年 6 月 21 日より販売開始した。本製品は、対候
性に優れた親水コーティングを採用しており、屋外ネットワークカメラに求められる重要な要素である雨天時・降雨
後における高い視認性および防汚性を実現している。また、擦れによる剥がれに強く密着性が高いため、通常は手で
触れることのないレンズ保護窓に指紋が付着した場合でも柔らかい
布で拭き取ることが可能であり、設置・メンテナンス時の利便性が
向上している。3 機種は、優れた低照度性能による暗所でのカラー
撮影と、赤外照明を利用することによる光源がない 0 ルクスの暗闇
での白黒撮影が可能である。価格（税別）：VB-H761LVE-H　323,000
円、VB-H751LE-H　295,000 円　VB-M741LE-H　255,000 円　お問い
合わせ先：キャノンお客様相談センター　TEL:050-555-90074
（URL: http://cweb.canon.jp/newsrelease/2017-06/pr-vb-h761lve-h.
html ）

キャノンが親水コーティングを採用したネットワークカメラを発売

「VB-H761LVE-H」 「VB-H751LE-H」 
「VB-M741LE-H」
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パナソニック㈱は、USB3.1（Gen1）対応外付けポータブルSSD（512GB）を6月16日より発売した。本製品は、パナソニッ
ク㈱が本年 2 月から発売しているポータブル SSD（品番 RP-SUD128P3：128GB, 品番 RP-SUD256P3:256GB）の大容量
512GB タイプである。幅 80 ミリ×高さ 49.5 ミリ×奥行き 9.4 ミリの小型・薄型なデザインで、しかも約 25 グラムの
軽量なものである。

今回発売した製品は、従来製品同様に、大切なデータを守る高性能コントローラを搭載。データが読めなくなる
前に自動で検知・修復する自動リフレッシュ機能により、繰り返し読み出しに対するデータの劣化を防ぐ。加えて、
書き換えを平準化するウェアレベリング機能により、SSD の寿命を最大化。
さらに、データエラー訂正機能として、LDPC（Low Density Parity Check）
機能を搭載している。小型・軽量なコンパクト設計ながら、データ転送速
度は 400MB/ 秒を実現。一般的な HDD と比べて約 4 倍の高速データ転送で、
容量が少なくなったパソコンの拡張メモリーとして使用してもストレスなく
快適に作業ができる。お問い合わせ先：パナソニック㈱　P3 カスタマーサ
ポートセンター　TEL:0570-550-633
（URL: http://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/06/jn170602-3/
jn170602-3.html ）

パナソニックが小型軽量ポータブル SSD 512GBタイプを発売

小型軽量ポータブル SSD 512GBタイプ

日本 IBM ㈱は、事故が発生してからの対応のみではなく、事前の対応を含めたサイバーセキュリティー対策を支援
するサービス「IBM X-Force IRIS」を、2017 年 6 月 21 日よりサービス開始した。本サービスは、被害の拡散防止、事
故からの早期回復を目指し、結果としてお客様のビジネスやブランド・イメージへの影響を極小化できるように強力
に支援する。高度かつ専門的なサイバーセキュリティーのスキルを持ち、世界レベルで情報共有を図る IBM X-Force 
IRIS の 100 名以上の人員を、最先端のグローバルな知見とともにお客様ビジネスのサスティナビリティー（持続可能性）
向上の支援として活用できることも大きな特長である。価格：個別見積もり
（URL: http://www-03.ibm.com/press/jp/ja/pressrelease/52667.wss ）

日本 IBMがサイバーセキュリティー対策「IBM X-Force IRIS」をサービス開始

ウィングアーク 1st ㈱は、電子化によりアナログなプロセスの自動化を実現する「SPA」を 2017 年 6 月 15 日より販売開始した。
「SPA」は、企業の業務取引で必ず発生する PDF 等の電子ファイルや、紙をスキャンニングして電子化したファイルをシーム
レスに保管し活用することが可能な電子活用ソリューションである。例えば保険業界では、保険料を支払う際に事故証明書や
医療機関からの診断書等、さまざまな紙の提出書類が集められ、業務が行われる。これらの紙の提出書類をスキャニングして
電子化し、自動的に「SPA」に保管する。企業内で利用するあらゆる電子ファイルを「SPA」で管理することで、データの一
元管理ができる。膨大なドキュメントの中から、文字、数字、日付等で該当する電子ファイルをスムーズに検索し、検索結果は、
複数の電子ファイルを 1 つの電子ファイルとし統合し閲覧ができる。また、閲覧時には、個人情報や重要な箇所を項目単位に
非表示にするマスクを施すなど、原本の電子ファイルに変更を加えずに柔軟な設定が可能である。問い合わせ先：ウイングアー
ク 1st ㈱　TEL：03-5962-7300
（URL: http://www.wingarc.com//public/detail.php?pre=on&id=777 ）

ウイングアーク1stが電子化によりアナログなプロセスを自動化する「SPA」を発売
～劇的な時間短縮を実現し、働き方改革を支援～

㈱ NTT ドコモは、㈱ Phone Appli が提供する、社員とお客様の連絡先情報をクラウドで一元管理するクラウド電話張サー
ビス「Phone Appli for　オフィスリンク」と全国型モバイル内線サービス「オフィスリンクⓇ」を組み合わせたソリューショ
ン「オフィスリンク＋」を2017年7月3日より提供開始した。本ソリューションは、日本マイクロソフト㈱が提供しているコミュ
ニケーションプラットフォーム「Skype for Business」と組み合わせて導入することで、クラウド電話張の組織ツリーやお気に
入りから通信相手が選択できるようになり、シンプルな操作で、相手に合わせて音声通話やチャット、Web 会議など最適なコ
ミュニケーション手段を使い分けることができ、テレワークに必要なコミュニケーションツールとしてより便利に利用できる。
提供価格：月額 200 円（税抜）／ ID　お問い合わせ先：ドコモ法人営業担当・ドコモビジネスオンライン
（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2017/06/27_00.html）

NTTドコモが働き方改革推進に寄与する、「オフィスリンク＋」と「Skype for Business」を組み合
わせたテレワークソリューションを提供開始
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業界ニュース　7月 

IDCJapan ㈱は、国内 IT 市場の 2017 年～ 2021 年における地域別予測を発表した。
2017 年の国内 IT 市場は、ハードウェア市場が回復することから各地域でプラス成長を予測している。特に東京都

（2017 年前年日成長率：2.9％）、東海地方（同：2.3％）、近畿地方（同：2.5％）において比較的高い成長率を予測している。
2018 年以降、大都市圏（東京都、関東地方（東京都を除く）、東海地方、近畿地方）において IT 支出はプラス成長
を維持すると予測している。特に東京都では、2020 年の東京オリンピック／パラリンピックの開催に伴い、積極的
な IT 支出を見込んでいる。また、近畿地方、東海地方、関東地方（東京都を除く）では、大手製造業、およびこれ
らの大企業と取り引きを行う部品製造業において、既存システム刷新に加えて、IoT の活用の取り組みが本格化する
ことから IT 支出は堅調な拡大を予測している。その一方で、大都市圏以外の地域（北海道／東北地方、北陸／甲信
越地方、中国／四国地方、九州／沖縄地方）では、人口減少の影響もあり、地域経済の停滞は長期化するとみてお
り、多くの企業、地方自治体で最低限の IT 支出に留まるとみている。したがって、大都市圏以外の地域の IT 支出は、
2019 年を除いてマイナス成長に留まるとみている。
（URL: http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20170706Apr.html ）

IDCJapanが国内ＩＴ市場　最新地域別予測を発表

　NTT コミュニケーションズ㈱は、AI（人工知能）技術の一種であるディープラーニング（深層学習）を活用して、
録画映像から不審者などの特定人物を自動検出することができる AI 人物検索サービス「Takumi Eyes」を 2017 年
7 月 14 日に提供開始した。本サービスは、今まで目視で行っていた監視カメラ映像の確認作業を自動化し、人の目
で 1 時間かかる人物の特定を 15 分以内に短縮することができると同時に、見逃しの可能性が大幅に減少させる。本
サービスは、商業施設での不審者捜索や、自治体における地域防犯などで利用できる。特長は、①監視カメラ映像
の確認稼働の軽減　②後ろ姿やモノクロ映像でも特定が可能　③既存監視カメラの録画映像も活用可能　④監視カ
メラを含めたパッケージ提供も可能　
（URL: http://www.tp-link.jp/news-details-17526.html ）

NTTコミュニケーションズが AI人物検索サービス「Takumi Eyes」を提供開始

OKI は、コンタクトセンターシステム「CTstage 6MiⓇ」と OKI の小中規模オフィス向けビジネスホン「CrosCoreⓇ

2M ／ L」を連携させ、1 システムでコンタクセンターとオフィス業務の統合を実現するシステム「CTstage 6Mi 
SP2」を開発し、2017 年 7 月 6 日より販売開始した。OKI は、中小規模コンタクトセンターにおける労働力不足に
よるこれらの課題を解消するために、「CTstage 6Mi」の公衆網接続用ゲートウェイ装置として「CrosCore2 M ／
L」を連携させる新機能を開発し、コンタクトセンター業務のオフィス業務との統合を実現した。これにより、コ
ンタクトセンターの問い合わせをオフィスの関連部門にエスカレーションすることが可能となったうえ、単純な問
い合わせなどはオフィスからコンタクトセンターに転送するなど、業務が効率化され、お客様への迅速で正確な対
応をサポートする。また、繁忙期にはオフィス電話をコンタクトセンターの端末として利用できるため、オフィス
スタッフがコンタクセンターのオペレーターに代わり、電話回線に集中したコールが溢れないようにカバーするこ
とで、着信コール集中に柔軟に対応し、繋がりやすさを向上させるとともに、労働力不足を解消する。さらに、支
店毎にかかってきた電話を一つのコンタクトセンターで集中受付する「受電集中システム」を構築することで、各
支店での電話の取り漏らしがなくなり、業務効率化の実現とともにビジネス機会損失を防ぐ。
（URL: http://www.oki.com/jp/press/2017/07/z17022.html ）

OKIがコンタクトセンターとオフィスのコミュニケーション統合システム「CTstage 6MiⓇ SP2」を販
売開始

ヤマトシステム開発㈱は、2015 年 12 月に施行された改正労働安全衛生法で従業員 50 名以上の事業場に対し年 1
回の実施が義務付けられた「ストレスチェック」を導入・検討している企業向けに、WEB 版とペーパー版の併用
が可能な「ストレスチェック支援サービス」の提供を 2017 年 7 月 14 日に開始した。本サービスは、WEB 版とペー
パー版を一括でアウトソースすることが可能である。ペーパー版で行う場合、質問票等の発送から回収、解答用紙
の読み取り、結果分析、結果表の印刷まで一連の業務をワンストップで提供する。WEB 版のストレス診断システ
ムは、富士通㈱が提供する「組織ストレスアセスメント e 診断 @ 心の健康 SaaS」を利用する。費用：業務内容に
より見積もり　
（URL: http://www.nekonet.co.jp/news/2017/stresscheck.html ）

ヤマトシステム開発が「ストレスチェック支援サービス」を提供開始
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TOA ㈱は、高画質の防犯カメラシステム「AHD カメラシステム」
を拡充し、録画装置「AHD レコーダー」を 2017 年 7 月 14 日に発売した。
AHD カメラシステムは、AHD（Analog High Defintion）規格を採用
し、従来のアナログカメラの約 6 倍（TOA ㈱比）にあたるフル HD 画
質（1920 × 1080pixel）の高精細映像を撮影可能な防犯カメラシステム
である。同軸ケーブル 1 本で、映像信号の送信とカメラへの電源供給
が行えるワンケーブル方式を採用。配線の線材種別や延長可能距離に
ついて、従来システムとの互換性を確保している。既設アナログカメラの配線をそのまま利用し、高画質なカメ
ラシステムへの置き換えが可能である。新商品は、本シリーズのカメラ映像を録画・再生するための「AHD レコー
ダー」2 機種である。「AHD レコーダー」は、カメラ 4 台接続用モデル 1 機種を発売済であるが、カメラ 8 台接
続用 1 機種、16 台用 1 機種を追加発売し、ラインアップを拡充した。価格：オープン価格　
（URL: http://www.toa.co.jp/products/news/2017/news2017-07-14ah.htm ）

TOAが高画質の防犯カメラシステム「AHDカメラシステム」を拡充し、録画装置「AHDレコーダー」を
新発売

AHDレコーダー　AH-R108－4

　㈱ジャパン・カレントは、写真共有アプリ「Instagram」の投稿写真に含まれる多くの情報を AI（人工知能）によっ
て解析し、商品やサービスの消費動向や SNS 上のトレンドを「見える化」する SNS 画像解析サービスを 2017 年 7
月 18 日より提供開始した。SNS 上にあふれる「生（ナマ）」の情報を鮮度が落ちないうちに活用する本サービスを通じ、
企業のより効率的なマーケティング活動を支援する。本サービスは、㈱ NTT ドコモの持つ画像認識技術を採用し、
画像とコメント、ハッシュタグから投稿内容を「利用シーン」「人物」「物」などに分類してそれぞれの言葉の結び
付きを分析し、Instagram 上のトレンドなどを「見える化」する手法を実用化した。この画像解析サービスは、マー
ケット調査やキャンペーン企画などに幅広く活用でき、マーケティング活動における作業の効率化も実現できる。
（URL:http://www.japan-current.com/news/detail/20170718.html ）

ジャパン・カレントが SNSの投稿写真から消費動向やトレンドを「見える化」する SNS画像解析サー
ビスを提供開始

ブラザー工業㈱の販売子会社であるブラザー販売㈱は、感熱モバイル
プリンターの新製品として、MFi 対応で iOS 端末から BlueroothⓇ接続で
印刷できるラベル・レシート兼用モデル「RJ-3150Ai」とレシート専用モ
デル「RJ-3050Ai」を 8 月上旬に発売した。「RJ」シリーズは、電源確保
が難しい作業現場や、塵や水滴が多い工場など、過酷な使用環境におけ
る印刷ニーズに対応している。新製品の 3 インチモデルは、物流業界に
おける入出庫ラベルのほか、レシートや報告書などの印刷用途で好評を
得ている。価格：オープン価格　問い合わせ先：0120-590-383　
（URL: http://www.brother.co.jp/news/2017/rj3000/index.htm ）

ブラザー工業・ブラザー販売が感熱モバイルプリンター2機種を販売開始

RJ-3150Ai               RJ-3050Ai

ドコモ・ヘルスケア㈱は、健康経営に取り組む法人企業向けの新サービスとして、健康増進に役立つ身近な話題
をコラムとして従業員に代行配信する「健康メルマガプログラム」を 2017 年 7 月 26 日より提供開始した。本プロ
グラムは、“ 健康経営を始めたいが、何から始めたらよいかわからない ” という企業の課題に対し、手軽で安価に従
業員に正しい健康知識の習得をサポートする「健康メルマガプログラム」を提供する。従業員が正しい健康知識を
持つことが、企業の健康経営の土台となり、その後に実施する様々な施策に対してより理解を深めたり、取り組み
姿勢を高めることができる。 導入メリット：①従業員の正しい健康知識習得および健康への意識向上。 ②従業員
がすぐに取り組める無理のない内容のため、高い継続率が見込める 。③企業はグループメールアドレスを 1 本用意
するだけで手軽に安価で導入でき運用も手間いらず。　費用（税抜）：1,000 名様パック（～ 1,000 名様）　450,000 円

（3 か月間） サービス URL：http://www.d-healthcare.co.jp/business/kenkou-email-magazine/
（URL: http://www.d-healthcare.co.jp/newsrelease/20170726/ ）

ドコモ・ヘルスケアが健康経営の最初の一歩を支援するサービス「健康メルマガプログラム」の提供開始
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特集

平成29年5月30日に「改正個人情報保護法」の全面施行日が始まりました。施行日以降は、顧客や従業
員の個人情報を紙面やパソコンで名簿化して事業に活用しているすべての事業者は、個人情報保護法の
ルールに沿った個人情報の取扱いが求められています。また、NPO、町内会・ 自治会などの団体も対象
になりました。本特集では、「個人情報保護」のルールについてポイントをご紹介します。

これだけは知っておきたい「個人情報保護」のルール

１．「個人情報保護法」の目的は？

　名前や性別、生年月日、住所などは、個人のプラ
イバシーにもかかわりうる大切な個人情報です。一
方、個人情報を活用することで、行政や医療、ビジ
ネスなど様々な分野で、業務の効率化やサービス向
上を図ることができます。そこで、個人情報の保護
を図るとともに適切な活用ができるよう、「個人情
報保護法（※）」が平成 15 年（2003 年）5 月に成立、
平成 17 年（2005 年）4 月に全面施行されました。※
正式名称「個人情報の保護に関する法律」
　個人情報保護法は、その後の社会環境の変化等を
踏まえて平成 27 年（2015 年）に改正され、この改正
個人情報保護法が、平成 29 年（2017 年）5 月 30 日
から全面施行されました。
　大きな改正点のーつに、適用範囲の拡大がありま
す。これまで、法律の適用対象は 5,001 人分以上の個
人情報を取り扱う事業者に限られていましたが、平
成 29 年 5 月 30 日からは、個人情報の数にかかわら
ず「個人情報をデータベース化して事業に利用して
いる事業者」はすべて適用対象となり、中小企業や
個人事業主も対象になります。また、個人情報を利
用する事業が営利か非営利かは問われないため、町
内会・自治会、学校の同窓会などにも、個人情報を
取り扱う際のルールが義務づけられることになりま
す。

２．「個人情報」とは？

　改正個人情報保護法では、下記のような情報が「個
人情報」と定義されます。
　生きている個人に関する情報で、
（１）氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特

定の個人を識別できるもの（他の情報と容易に
照合でき、それにより、特定の個人を識別でき

るものを含みます）
（２）個人識別符号（下記の①、②）が含まれるもの

①特定の個人の身体の一部の特徴を電子的に利
用するために変換した以下の符号

　顔、指紋・掌紋、虹彩、手指の静脈、声紋、
DNA など

②サービス利用や書類において対象者ごとに割
り振られる以下の公的な番号

　マイナンバー、旅券番号、免許証番号、基礎
年金番号、住民票コード、各種保険証の記号
番号など

　また、個人に関する情報の中でも、人種、信条、
病歴など不当な差別・偏見が生じる可能性がある個
人情報は、「要配慮個人情報」として、その取扱いに
ついて特別な規定（3（1）を参照）が設けられました。

３．個人情報の取扱いのチェックポイントは？

（１）個人情報を取得するとき

　　個人情報を取得する際は、どのような目的で個
人情報を利用するのかについて、具体的に特定し
なければなりません。個人情報の利用目的は、あ
らかじめ公表するか、本人に知らせる必要があり
ます。

　　個人情報のうち、本人に対する不当な差別・偏
見が生じないように特に配慮を要する情報（人種、
信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害
情報など）は、「要配慮個人情報」として、取得す
るときは本人の同意が必要です。

（２）個人情報を利用するとき

　　取得した個人情報は、利用目的の範囲で利用し
なければなりません。

　　すでに取得している個人情報を、取得時と異な
る目的で利用する際には、本人の同意を得る必要
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があります。
（３）個人情報を保管するとき

　　取得した個人情報は漏洩などが生じないように、
安全に管理しなければなりません。

　　また、個人情報を取り扱う従業員に教育を行う
ことや、業務を委託する場合に委託先を監督する
ことも大切です。

　　個人情報保管（例）：紙の個人情報は鍵のかかる
引き出しで保管する。

　パソコンの個人情報ファイ
ルにはパスワードを設定す
る。

　個人情報を扱うパソコンに
はウイルス対策ソフトを入
れる。など

（４）個人情報を他人に渡すとき

　　個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原
則として、あらかじめ本人の同意を得なければな
りません。

※業務の委託、事業の承継、共同利用は、第三
者には当たりません。

　以下の場合は、本人の同意を得なくても個人
情報を他人に渡すことができます。
①法令に基づく場合（例：警察からの照会）
②人の生命、身体または財産の保護のために

必要で、かつ本人からの同意を得るのが困
難なとき

　（例：災害時）
③公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場

合で、かつ本人の同意が難しいとき
   （例：児童虐待からの保護）
④国や地方公共団体などへの協力

（５）本人から個人情報の開示を求められたとき

　　本人からの請求があった場合、個人情報の開示、
訂正、利用停止などに対応しなければなりません。

　　個人情報の取扱いに対する苦情を受けたときは、
適切かつ迅速に対処しなければなりません。

　　個人情報を扱う事業者や団体の名称や個人情報
の利用目的、個人情報開示などの請求手続の方法、
苦情の申出先などについて、ウェブサイトでの公
表や、聞かれたら答えられるようにしておくなど、
本人が知り得る状態にしておかなければなりませ
ん。

■個人情報保護法参考資料

（URL: https://www.ppc.go.jp/personal/pr/）
◆個人情報保護法ハンドブック

◆自治会・同窓会の皆様向け

　会員名簿を作るときの注意事項

■個人情報保護法に関する相談・お問い合わせ先

　個人情報保護法質問ダイヤル
　電話番号　03-6457-9849

受付時間　平日 9:30 ～ 17:30（土日・祝日・年末年
始は休業）

［個人情報保護委員会］：http://www.ppc.go.jp/
　　

（出典：政府広報オンライン：http://www.gov-online.go.jp/
useful/article/201703/1.html　
個人情報保護委員会　http://www.ppc.go.jp/personalinfo/）
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国土交通省は現在､ 歩行者の安全や防災､ 景観の
観点から電柱を撤去し、電線を地中に埋める無電柱
化を推進している｡ 撤去された電柱の代わりに設置
されるのが ｢配電地上機器｣ だ｡ 変圧器や開閉器を
収めた電機設備である。
　この配電地上機器を､ 街なかにおける情報通信
サービスの提供に役立てようとする計画が走り出し
た。東京電力パワーグリッドと東電タウンプランニ
ング（以下､ 合わせて ｢東電 PG｣）、パナソニックお
よびパナソニック システムソリューションズ ジャパ
ン（以下｢パナソニック｣）が共同で企画 ･ 開発する「ス
マートストリート」ソリューションだ。
　機器上部にデジタルサイネージを設置して情報配
信を行うほか、無線通信機能を搭載して Wi-Fi サー
ビスを提供したり、センサーや監視カメラを使った
IoT サービスを行うなど様々な用途を検討している。

■道路に面した立地を活かす
　配電地上機器は市街地や公園などの人が集まる場
所に設置されており、そのエリアに特化した地域 ･
観光情報や交通情報を提供するのに適している｡ 直
接電源が供給されていることも、様々な機能を搭載
するのに都合がよい。
　手始めに東電 PG とパナソニックは 5 月から、配電
地上機器をデジタルサイネージ化して情報配信サー
ビスを行う ｢ストリートサイネージ｣ の企画 ･ 開発
を開始した｡ 6 月 1 日からは、東電 PG と大日本印刷、
朝日新聞社の 3 社で東京都の上野恩賜公園で共同実
証試験も実施（2018 年 5 月まで）。公園内の美術館や
博物館､ 動物園等の施設案内や防災情報を配信して
いる。また､ 緊急災害時には､ 災害の発生状況をア
ナウンスしたり、帰宅困難者への情報配信なども行う。
　なお、ストリートサイネージで配信する情報は多
言語に対応し、海外からの観光客向けにも活用する。
また、サイネージに映像を表示するだけでなく、ス

マートフォンをかざすと URL を通知して関連情報
を掲載した Web サイトヘ誘導する機能も実装してい
る。パナソニックはタッチパネル機能を搭載したス
トリートサイネージも開発中であり、多目的な情報
配信が可能になりそうだ。
　こうした情報配信サービスのほかにも、設置場所
に合わせた用途開発とビジネスモデルの企画を進め
る計画だ｡ 東電 PG･ 事業開発室事業開発第三グルー
プで地上機器活用チームリーダーを務める松田憲俊
氏は、用途開発のポイントは ｢道路に面しているこ
とを活かすこと｣ と話す。
　例えば､ 電気自動車（EV）用の給電スタンド機能
や自動運転アシスト機能だ｡ 後者は、配電地上機器
の付近を通過する自動車と通信する機能やセンサー
を併設して実現する考えで､ 周辺の地図情報をクル
マに送信したり、歩行者や自転車等の存在を通知し
たりするのに活用できるという。
　また､ 温度センサーを設置して､ 気温が上昇した
際に熱中症の注意喚起を行うなどのサービスも検討
している。さらに ｢Wi-Fi ホットスポットの機能を持
たせたり、監視カメラを搭載することも考えている｣
と松田氏｡ 防災 ･ 防犯用途での活用も視野に入れて
おり、｢自治体等と一緒に設置場所の特性に合わせた
サービスを検討したい｣ という。

業界特集

東電とパナソニックが配電地上機器を活用した“スマートストリート”の実現に向けて動き出した｡ 情報配信や
EVスタンドとしての活用のほか、センサー／カメラと連勤した loTサービスの提供も検討する。

文◎坪田　弘樹（テレコミュニケーション）

無電柱化で増える配電地上機器をＩｏＴスポットに
東電×パナが「スマート街路」計画

東京電力パワーグリット
事業開発室
事業開発第三グループ
地上機器活用
チームリーダー
松田憲俊氏
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■東京五輪の競技会場にも展開
　配電地上機器は現在､ 東京都内に約 3 万機､ 東電
エリア内に約 5 万機が存在する。この数は､ 都市部
を中心にさらに増加する見込みだ。
　政府は 2016 年末に無電柱化推進法を施行しており、
今後､ 全国規模で無電柱化を進める｡ 特に意欲的な
のが東京都で、オリンピック開催までに競技会場や
都市機能､ 観光施設が集中する首都高速中央環状線
内の拡幅済みの都道で無電柱化 100％を実現させる計
画だ。
　東電 PG とパナソニックは既存設備も有効活用しな
がら、情報配信 ･IoT サービスを提供するための基盤
を広げていく考え。「オリンピック競技会場の近くに
も展開したい」と松田氏は話す。
　なお、現在の配電地上機器の大半には通信回線が
引き込まれていない。一部に遠隔監視用の回線がつ
ながっている程度だ。

　このため、通信機能を新たに実装する必要がある
が､ 設置場所の環境に応じて複数の方式を検討して
いるという｡ パナソニックの東京オリンピック ･ パ
ラリンピック推進本部、事業開発部事業推進諜 ･ 主
務の飯田倫子氏は、「光ファイバーだけでなくモバイ
ル回線も検討する｡ 場所に合わせて適した通信機能
を実装する」と話す。
　すでに実証実験に供されているデジタルサイネー
ジのほか､ EV 充電器や監視カメラ、通信機器、各
種センサーと、配電地上機器に設置する設備はいず
れもパナソニックグループ内で企画 ･ 製造が可能だ｡
東京オリンピック ･ パラリンピック推進本部が東京
PG との窓口となり、グループ内の各部門と連携して
スマートストリートを実現するための機能と機器の
企画 ･ 開発を進めていくという。

歩道等に設置されている配電地上機器（上）
の上部にデジタルサイネージを設置し、情報
配信を行う。右は、5月に開催された自治体
総合フェアで展示されたストリートサイネー
ジのデモ。画面に映像を表示するほか、ス
マートフォンをかざすと URL情報を通知し
て、関連するサイトを表示することもできる

東電 PGとパナソニックで検討している活用イメージ。災害時の避難誘導（左）や、自動運転アシスト機能などの搭載を進めていく。

（出典：テレコミュニケーション July 2017）
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高性能L2インテリジェンススイッチに

L2セキュリティスイッチ
世界シェアNo.1の実績

コンピュータウィルス感染後の二次被害対策
有害トラフィックによる各種攻撃遮断/盗聴防止

ハンドリームネット株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-5-15
Kビル4階

TEL： 03-5207-2744 FAX： 03-5207-2743

販売勉強会
実施中

 DoS/DDoS ARP Spoofingなど有害トラフィック遮断

 振る舞い検知で新種のウィルス(ゼロデイ攻撃)に対応

 ワームなど、ウィルスの拡散防止

2200シリーズ

内部ネットワークセキュリティ機能を統合

販売元東京ソフト株式会社

TEL: 03-5781-5472 FAX: 03-5781-5482

〒140-0002 東京都品川区東品川4-10-27
住友不動産品川ビル5階

SubGateSubGate

製造元

 ループ検知機能

ニュースなどでも大きく取り上げられた
拡散型（ワーム機能付き）ランサムウェアのWannaCryの拡散
をSubGateが防ぎ、企業を守ります！

ランサムウエア【WannaCry】対策

2017年7月13日より情報通信設備協会関東地方本部様と東京ソフトとの商品業務契約が締結されました
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新製品・新サービス

　シャープ株式会社は、わずか約 49cm※ 1 の投写距
離から 100 型の映像を映し出せる、レーザー光源採用
の超短焦点プロジェクター 2 機種＜ PG-LU400Z/PG-
LU300Z ＞を発売しました。最大 150 型まで投映可能
なので、大画面を活かして、会議室や学校、商業施設
など幅広いシーンで活用いただけます。
　本機は、短い距離から大画面の投映が可能な超短焦
点タイプです。スクリーンの前に人が立っても影が映
り込みにくく、またショーウィンドウのような奥行き
が限られたスペースでも利用できます。最大 150 型（投
映画像サイズ：高さ約 187cm ×幅約 332cm）まで投映
でき、等身大の人物など臨場感のある映像を映し出せ
ます。
　約 20,000 時間※ 2 交換不要なレーザー光源を採用。従
来の水銀ランプに比べ、約 7 倍※ 3 長持ちするので、メ
ンテナンスコストを削減できます。さらに 4,000 ルー
メン※ 4 の高輝度なので、教室やショーウィンドウなど
明るい場所でも鮮明な映像を映し出せます。

※１　投写窓中心からスクリーンまでの距離。 16:9表示の場合。
※２　使用環境・条件により異なります。
※３　従来の水銀ランプは約 3,000 時間で交換が必要。
※４　PG-LU400Z のみ。PG-LU300Z は 3,000 ルーメン。出

荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 
6911:2015データプロジェククーの仕様書様式に則って記載。

■主な特長
１．わずか約 49cm の投写距離から 100 型の映像を表

示。最大 150 型まで投映可能
超短焦点タイプなので、スクリーンの前に人が立っ
ても影が映り込みにくく、またショーウィンドウの
ような奥行きが限られたスペースでも利用できます。
最大 150 型（投映画像サイズ：高さ約 187cm ×幅約
332cm）まで表示可能なので、等身大の人物など臨
場感のある映像を映し出せます。

大画面を活かして、会議室や学校、商業施設など、
幅広いシーンで活用いただけます。

２．長寿命なレーザー光源採用により、ランプ（光源）
交換が約 20,000 時間不要
約 20,000 時間交換不要なレーザー光源を採用。従来
の水銀ランプに比べ、約 7 倍長持ちするので、
メンテナンスコストを削減できます。また水銀フ
リーなので、環境負荷を低減します。

３．4,000 ルーメン＜ PG-LU400Z ＞の高輝度により、
明るい場所でも鮮明に表示
4,000 ルーメン＜ PG-LU400Z ＞の高輝度（＜ PG-
LU300Z ＞は 3,000 ルーメン）により，教室やショー
ウィンドウなど明るい場所でも鮮明な映像を映し出
せます。

■お問い合わせ先
お客様：シャープ株式会社

ビジネスソリューション事業本部ビジュア
ルソリューション事業部
商品企画部（0743）53-4837

本製品に関するウェブサイト：http://www.sharp.
co.jp/business/projector/

シャープがレーザー光源採用の超短焦点プロジェクター
＜PG-LU400Z ／ PG-LU300Z＞を発売

レーザー光源採用　超短焦点プロジェクター
＜ PG-LU400Z＞
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REPORT

■目的
　2016 年はロボットや人工知能（AI）がにわかに注目を
集めました。特に、AI が自ら理解を深める「ディープラー
ニング（深層学習）」技術が一般にも知られ、人間の仕事
のあり方を大きく変えるとの期待が高まっています。将来
は 86 兆円ともいわれる巨大市場の開拓に向けた企業各社
の競業が始まっており、メーカ各社は、深層学習ができる
AI で新ビジネスをつくろうと競っている中、「AI・人工知
能 EXPO」を学習の場に選び計画しました。
■開催概要
　　会期 : 2017 年 6 月 28 日（水）～ 30 日（金）  
　　会場 : 東京ビックサイト　東展示棟
　　主催 : リードエグジビション ジャパン㈱
　　後援 : （一社）人工知能学会　
　　出展社： 110 社
　　出展カテゴリー： ディープラーニング、自然言語処理、

音声認識・感情認識、ハードウェア、
機械学習、画像認識、ビッグデータ
活用ソリューション、チャットボッ
ト・コールセンター、マーケティン
グツール、業務支援、コンサルティ
ング、ロボット、予知・予測保全、パー
ソナル AI

■来場者数　3 日間合計　41,677 人　
■参加者について 7 社 10 名　（敬称略）　　　　　　　　
　　広島支部：カワミツ産業㈱ ・ 伍永通信㈱ ・ 

大成ナグバス㈱ ・ 立芝㈱
　　岡山支部：㈲スターコム ・ ネット・ソリューションズ㈱
　　山口支部：山口通信システム㈱ ・ 事務局

■参加者の感想
　カワミツ産業㈱　深田　修　氏
　一緒に参加した会員の方も共通の見識でしたが、当イベ
ントは平常従事しておりますインフラ構築の業務とは異な
り、その先にあるデータの分析・活用のソフトウェアの展
示が主体でした。大手企業の他に聞き慣れない横文字の中
小企業が多数出展していたこともあり、業界の将来性が充
分肌で感じられ、今まで漠然としていた AI・人工知能の
イメージの足掛かりになり、有用な体験でした。
　これから、データの分析・活用において、インフラ構築
はそれらの土台に重要な役割を果たします。今回の出展企
業のうちのいくつかが、今後急成長する可能性が多いにあ
るので、設備を構築する側の企業として、協業し今後のテ
クノロジー全般の発展に貢献していきたい次第です。
■終わりに
　将棋の名人や囲碁のトップ棋士が人工知能（AI）と対局
し敗れたことが大々的に報じられるたびにビッグデータを
活用した AI のイメージをもっていました。今回の参加で
まず驚いた事が会場の凄い人混みで、受付カウンターには
大行列、入ってからも通路は人でいっぱいで、製品デモ等
がうまく見られない状態でした。人々の AI に対する関心
の高さが伺えましたが、内容的にはアプリと音声認識を組
み合わせた商材が多く、ビッグデータを活用した AI には
まだ時期が早く、これから急速に人工知能ビジネスが発展
して行くのではと期待が膨らみました。また、東京観光で
初めて「屋形船」に乗り、墨田川から見た夜のお台場の高
層ビル群に驚き、そして船上からの東京スカイツリーは幻
想的な雰囲気に包まれ大変感動しました。また、翌日は「は
とバス」に乗り、今度は東京スカイツリーの最上階の展望
台に上がり、関東平野を一望して、改めて東京の広さを感
じました。

第１回「ＡＩ・人工知能ＥＸＰＯ」視察研修を終えて
一般社団法人　情報通信設備協会　中国地方本部

近年、AI・ 人工知能についてその能力の高さや活用方法に多くの報道がされて注目を集めています。中国地方
本部（有志7社10名）では、日本初の第1回「AI・ 人工知能 EXPO」視察研修を6月29日〜30日に行いました
ので報告します。

東京スカイツリー展望台にて
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事業モデル

メリット

お客様メリット

①NTTより安い基本料・通話料⾦
②コスト削減の為の初期費⽤が殆ど不要
（事務⼿数料のみ）

③保守業者による機器・回線のワンストップ保守

ITCA会員企業様のメリット
①新たな基本料・通話料収⼊の獲得
②電気通信事業として更なる信頼性向上
③顧客囲い込み
④同業他社との差別化
⑤提案ラインナップの充実

参入手順

当協会において、平成28年4月より関東地方本部とティーガイア社とのコラボ事業によりITCA光とし
て事業を展開しており、更に平成29年２月から全国の地方本部においても拡⼤をいたしました。
現在２１社が事業参⼊し、累計で４０５件の販売実績です。
今回は、事業のモデル紹介及び関東地方本部の会員様の導⼊事例を紹介いたします。

なお、ITCA光はティーガイア社と業務提携し通信事業を速やかに⽴ち上げ、お客様へワンストップ
提供サービスを実現するスキームです。 ITCA会員が等しくNTT東⻄の光コラボレーションモデルへ参
⼊が可能です。

①電気通信事業者の届出
（届出番号取得）

②契約締結
（ティーガイア社との契約） 提供開始!!

サービス提供契約

光回線卸

光回線

各種サービス

シンプルな業務
ワンストップ提供
シンプルな業務
ワンストップ提供

光回線再卸

ITCA光
Or

自社ブランド化

ITCA光
Or

自社ブランド化

ティーガイア社

光コラボ事業者

利⽤料

ITCA
会員企業

役務提供者 お客様

利⽤料

販売

お問合せ先
・ITCA光事務局（株式会社ティーガイア） ・ITCA窓口(情報通信設備協会）
・連絡先：03-6409-4450 担当 三澤 ・連絡先：03-5543-2250   担当 花園

ITCA光コラボ事業の取組み状況について
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ITCA光
TEL

アナログ回線

ITCA光

ITCA光

ITCA光

アナログ回線

MX900IP

PHS

ナースコール
連動

IVR

電子カルテ

インターネット

FAX

ITCA光（ベルコム光）を提案された
茨城電話工業株式会社 営業グループ 荒井 祐樹様

ITCA光（宮川通信光）を導⼊された
医療社団法⼈ 前友会 前田産婦⼈科様

アナログ回線

ベルコム光

ベルコム光

Aspire UX

オフィスエース
5ch2番号

TEL
FAX

システム専⽤端末

システム専⽤端末

インターネット

提案につながったきっかけ

N
T
T
交
換
機

N
T
T
交
換
機

★受注

★受注

★受注

★受注

★受注

★受注

★受注

★受注

お客様に響いたポイント

アナログ回線
災害時優先電話機

「インターネットが遅くて困っている」とご相談がありま
した。従来はNTTの販売代理店業務でNTTの光を
取次しておりましたが、業務終了に伴い、ITCA光ス
キームを活⽤した「ベルコム光」をご提案し、通信コスト
削減の診断を⾏い、受注しました。

回線からビジネスホンまで弊社で一元サポートできる
点と通信コスト削減の診断ができる点です。
従来は、回線と端末でトラブル時の窓口がバラバラでし
たが、ワンストップでお客様の煩わしさを最小限にするこ
とができました。
さらに、ひかり電話オフィスエースで月額料⾦を従来より
1/2まで削減をし、ビジネスホン更改費⽤の負担軽減
ができる点も訴求ポイントになりました。

電話だけでなく、幅広い分野でお客様から「ベルコム
さん、ベルコムさん」と頼っていただける存在になりたい
です。

今後に向けて

提案につながったきっかけ

お客様に響いたポイント

今後に向けて

前田産婦⼈科様が引越しされるタイミングで、ゼネコ
ン業者から紹介していただきました。
電話設備やIVR、Wi-Fiと一緒に、ITCA光回線も

ご提案致しました。

従来は「ビジネスホンは弊社へ・ 回線はNTT東日本
へ」とトラブル時の窓口がバラバラでしたが、問い合わせ
窓口一元化で回線から電話設備までワンストップで
弊社にてサポートでき、お客様に安心して任せられると
思っていただけた点です。加えて、現状からコスト削減
ができる点も訴求ポイントになりました。

電話設備と合わせて、光回線も工事から運⽤後の
問い合わせまで弊社で請け負えるようになり、お客様へ
のご提案や保守の幅が広がりました。
今後も、ITCA光のご提案をしていきたいと思います。

★受注

ITCA光の導入事例
ITCA光スキームを活⽤し、ITCA光と自社商材受注に繋げた優良事例をご紹介します。

事例１ -ITCA光をトリガーとした高額ビジネスホンの受注- 茨城電話工業様の事例

事例２ -ワンストップ提供によるお客様の利便性確保- 宮川電気通信工業様の事例

⼊院室・待合室Wi-Fi

★受注

★受注
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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（e-Learning 2.5時間学習コース）

３.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( Po int  to Poin t  Protocol  Over  Ethernet  )
第8章　VRRP
（  Vir tual  Router  Reduntant  Protoco l  )

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）

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。

■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
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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

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

地　方 研修会場 開催日程 募集人員
関　東 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
中　国 広島市中区 中特会館 10 月 6 日（金） 10
東　北 仙台市青葉区 ＡＴ仙台 9 月15日（金） 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 : 会員のみ）
【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 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
中　国 広島市中区 中特会館 10 月 4 日（水）～ 6 日（金） 5
東　北 仙台市青葉区 ＡＴ仙台 9 月13日（水）～ 15日（金） 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。

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 : 会員のみ）
【上記以外の方】: 会員 43,200 円 非会員 57,240 円

地　方 研修会場 開催日程 募集人員
関　東 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
中　国 広島市中区 中特会館 10 月 4 日（水）～ 5 日（木） 10
東　北 仙台市青葉区 ＡＴ仙台 9 月13日（水）～ 14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。
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協会推奨書籍の斡旋について

　下記の書籍を斡旋価格で販売しますので、ご希望の方は下記の「書籍申込書」に必要事項を記入し、関東地
方本部事務局へＦＡＸでお送り下さい。
　「実戦問題シリーズ」（2017 秋版）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2017 年 5 月試験の問題、
②今後出題される可能性のある各種の過去問題」が、解説とともに漏れなく掲載されています。
　是非、受験準備にお役立て下さい。（出版社：㈱リックテレコム　〒 113-0034　文京区湯島 3-7-7　リックビル）
　お申込み先：（一社）情報通信設備協会 関東地方本部　事務局　　TEL 03-5244-9700　　FAX 03-5244-9711

シリーズ 書　　　　名 判 型 頁 ISBN 定　価 斡旋価格

実戦問題
シリーズ

2017 秋 DD3 種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-86594-101-2 2,300 円 2,070 円
2017 秋 DD1 種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-102-9 2,850 円 2,565 円
2017 秋 AI・DD 総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-103-6 2,850 円 2,565 円
2017 春 DD3 種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-86594-081-7 2,300 円 2,070 円
2017 春 DD1 種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-082-4 2,850 円 2,565 円
2017 春 AI・DD 総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-083-1 2,850 円 2,565 円

精選問題
シリーズ

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

標　　準
テキスト
シリーズ

AI・DD総合種 標準テキスト B5 判 472 頁 978-4-89797-967-0 3,400 円 3,060 円
DD3種 標準テキスト 第5版 B5 判 304 頁 978-4-86594-080-0 2,400 円 2,160 円
DD1種 標準テキスト 第3版 B5 判 360 頁 978-4-89797-947-2 2,800 円 2,520 円
AI 3種 標準テキスト 改訂版 B5 判 296 頁 978-4-89797-838-3 2,400 円 2,160 円

科 目 別
テキスト
シリーズ

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

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

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

●工事担任者・試験対策書籍
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地方本部研修・セミナー　INFORMATION

関東

平成 29 年度第 2 回工事担任者（AI・DD 総合種）取得研修

日程
基礎コース　平成29年10月11日（水曜日）1日間
技術コース　平成29年10月12日（木曜日）1日間
法規コース　平成29年10月13日（金曜日）1日間

定員 各コース10 名

時間 各コース　9：00 ～ 17：00 受講料 1コース
会員　12,960 円 非会員 16,200 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、9
月29日（金）までに下記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：03-5244-9711

研修
内容

基礎コース（対象者）試験科目の基礎を受験する方
技術コース（対象者）試験科目の技術を受験する方
法規コース（対象者）試験科目の法規を受験する方

（注）現在、AI・DD 総合種の科目合格が無い方は
全コース受講して下さい。

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をご覧ください。

（http://kanto.itca.or.jp）

関東

平成 29 年度経営革新セミナー
日程 平成 29 年 11 月10日（金曜日） 定員 20 名
時間 9：00 ～ 17：00 受講料 会員及び非会員 21,600 円（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、10
月31日（火）までに下記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：03-5244-9711

研修
内容

これからの経営環境と動向と起こり得るリスク、ICT
による産業構造改革とこれからの企業競争力強化
策及び中期ビジョンの策定・推進、ビジョン推進・変
革のための組織・人材革新に至るまでの実践ノウハ
ウ等を習得します。

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をご覧ください。

（http://kanto.itca.or.jp）

対象者 経営者、役員、幹部（候補）、管理職等クラス

東海

工事担任者受験対策講座（DD3 種）

日程 平成29年10月4日（水曜日） 定員 １日コース　20 名

時間 9：00 ～ 17：00 受講料 会員　16,200 円（教材費・税込）
一般　21,600 円（教材費・税込）

会場 名古屋企業福祉会館
（名古屋市中区大須 2-19-36）

申込み
方法

東海 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、9
月15日（金）までに下記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：052-261-2177

研修
内容

工事担任者資格「ＤＤ３種」に関する基礎・技術・
法規についての合格対策研修です。

問合
せ先

東海地方本部事務局
TEL:052-241-1989　FAX:052-261-2177
※詳細は東海地方本部ホームページをご覧ください。

（http://www.itca.or.jp/toukai）

東海

工事担任者受験対策講座（ＡＩ・ＤＤ総合種）

日程 平成29年10月5日（木曜日）～10月6日（金） 定員 ２日コース　20 名

時間 各日　9：00 ～ 17：00 受講料 会員　23,760 円（教材費・税込）
一般　32,400 円（教材費・税込）

会場 名古屋企業福祉会館
（名古屋市中区大須 2-19-36）

申込み
方法

東海 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、
9 月15日（金）までに下記へ FAX でお申込み下
さい。
FAX 送付先：052-261-2177

研修
内容

工事担任者資格「ＡＩ・ＤＤ総合種」に関する基礎・
技術についての合格対策研修です。

問合
せ先

東海地方本部事務局
TEL:052-241-1989　FAX:052-261-2177
※詳細は東海地方本部ホームページをご覧ください。

（http://www.itca.or.jp/toukai）
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関西

TCP/IPネットワーク概念と構築基礎講座

日程 平成29年10月1日（日）・8日（日） 定員 10 名

時間 10 時 00 分～ 17 時 00 分 受講料 会員 43,200 円 非会員 64,800 円（教材費・税込）

会場 大阪府立南大阪高等職業技術専門校　　　　　
（大阪府和泉市テクノステージ2-3-5）

申込み
方法

関西ＨＰより「申込書」を印刷して記入のうえ、　9
月8日（金）までに下記へ FAX でお申込下さい。
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

ネットワークを理解し、ネットワーク構築ができる、ネット
ワークエンジニアとしての技量を身につけていただきま
す。

問合
せ先

関西地方本部事務局　　　　　　　　　　　　
TEL06-4256-7155　FAX06-4256-7156
詳細は関西地方本部ホームページをご覧下さい。
http://www.itca.or.jp/kansai2/

対象者 パソコン操作ができる中級者

関西

Arduino で始めるIoT セミナー
日程 平成 29 年 11 月19日（日）・26日（日） 定員 8 名
時間 10 時 00 分～ 17 時 00 分 受講料 会員 36,720 円 非会員 55,080 円（教材費・税込）

会場 大阪府立南大阪高等職業技術専門校　　　　　
（大阪府和泉市テクノステージ2-3-5）

申込み
方法

関西ＨＰより「申込書」を印刷して記入のうえ、　10
月27日（金）までに下記へ FAX でお申込下さい。
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

Arduinoを活用し電子工作とプログラミングの基礎
を学び、電気機器類（モノ）の概念を理解するとと
もにそれらをパソコンやスマートホンで操作する仕組み
（IoT）を学習します。

問合
せ先

関西地方本部事務局　　　　　　　　　　　　
TEL06-4256-7155　FAX06-4256-7156
詳細は関西地方本部ホームページをご覧下さい。
http://www.itca.or.jp/kansai2/

対象者 パソコンやスマートホンで操作する仕組み（IoT）を学習したい技術者、営業職

関西

平成 29 年度　施設見学会
目的 関西国際空港施設研修と会員交流
日程 平成 29 年 10 月19日（木） 定員 35 名
時間 13時00分　JR大阪駅前（西梅田バス暫定駐車場） 参加料 5,000 円 /1 名

会場
バ ス で　　　　　　　　　　　　　　　　　　
関西国際空港（関空の裏側探検コース）　
～浪花酒造（酒蔵見学）

申込み
方法

関西ＨＰより「申込書」を印刷して記入のうえ、　10
月6日（金）までに下記へ FAX でお申込下さい。
FAX 送付先：06-4256-7156

交流会 海桜・お初天神店 問合
せ先

関西地方本部事務局　　　　　　　　　　　　
TEL06-4256-7155　FAX06-4256-7156
詳細は関西地方本部ホームページをご覧下さい。
http://www.itca.or.jp/kansai2/

対象者 会員および従業員

中国

平成２９年度初級ネットワーク技術者研修

日程 平成29年9月28日（木曜日）～9月29日（金曜日） 定員 10 名

時間 9：00 ～ 17：00 受講料 会員 28.,800 円　非会員 35,640 円（試験料・教材費・
税込）

会場 中特会館
（広島市中区幟町 3-57）

申込み
方法

中国 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：082-569-9972

研修
内容

イーサネットや TCP/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を
目指します。

問合
せ先

中国地方本部事務局
TEL:082-569-9972　FAX:082-569-9972
※詳細は中国地方本部ホームページをご覧ください。

（http://www.itca.or.jp/chuugoku）

九州

九州地方本部 製品説明会

日程 平成29年11月17日（金曜日） 定員 30 名程度

時間 16 時 00 分～ 17 時 30 分 受講料 無料

会場 タカクラホテル福岡
（福岡県福岡市中央区渡辺通 2-7-21）

申込み
方法

九州地方本部事務局に申込書を請求
TEL:092-592-8881 FAX:092-592-8880　　　　　
ﾒｰﾙ :doi087@kyuoki.co.jp

研修
内容

サンテレホン株式会社、株式会社 高文、ダイコー通
産株式会社による最新の製品を紹介して頂きます。

問合
せ先

九州地方本部事務局　
TEL:092-592-8881 FAX:092-592-8880　　
ﾒｰﾙ :doi087@kyuoki.co.jp
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地方本部 　イベント報告

関　西

日程 平成 29 年 6 月29日（木）30日（金）
時間 　9：15 ～ 16：00

会場 ポリテクセンター関西（摂津市三島1-2-1）

「光融着研修」を開催し, 会員企業様 4 社から9 名にご参加い
ただきました。この研修は、ポリテク関西で行われている能力開
発セミナーの一環で、ポリテク関西での名称は「光ファイバー通
信の実践的構築・測定技術」と呼ばれています。光ファイバー
の基礎知識から接続技術の習得まで講義と実践を2日の間にマ
スターしていただきました。

北陸

技術セミナー

日程 平成29年9月19日（火曜日） 定員 50 名程度

時間 13：30 ～ 15：00 受講料 無料

会場 金沢流通会館　4 階　第 1 研修室
（石川県金沢市問屋町 2-61）

申込み
方法

北陸地方本部事務局に「申込書」を請求
9 月8日（金）までに下記へお申込み下さい。
TEL:076-238-8384　FAX:076-237-6665
メール：hokuriku@itca.or.jp

研修
内容

「マルウェア感染事故からみたインシデント
対策のポイント」
万一、マルウェアに感染した後に、対応すべき処置
にフォーカスし、組織としてどのように対応を行う必要
があるのかを説明

問合
せ先

北陸地方本部事務局
TEL:076-238-8384　FAX:076-237-6665
メール：hokuriku@itca.or.jp

北陸

平成 29 年度 工事担任者資格（DD 第 1 種）取得講習会

日程 平成29年10月3日（火曜日） 定員 40 名程度

時間 9：00 ～ 17：00 受講料 テキスト代（2,000 円 税込）

会場 金沢流通会館　4 階　第 2 研修室
（石川県金沢市問屋町 2-61）

申込み
方法

北陸地方本部事務局に「申込書」を請求
9 月8日（金）までに下記へお申込み下さい。
TEL:076-238-8384　FAX:076-237-6665
メール：hokuriku@itca.or.jp

研修
種別

①既出問題集により、出題傾向を把握
②テキスト及び演習問題を主体に解答解説
端末設備の接続のための技術及び理論
　◆端末設備とネットワークの技術
　◆情報セキュリティの技術
　◆接続工事の技術

問合
せ先

北陸地方本部事務局
TEL:076-238-8384　FAX:076-237-6665
メール：hokuriku@itca.or.jp
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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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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 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 東條　英紀 東北地方幹事 東條テレコム㈱
委員 池田　昌和 北海道地方監事 扶桑電通㈱　北海道支店

平成29年度　委員会名簿

次のとおり平成29年度の常設委員会メンバーをご紹介します。
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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8月31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 03-3525-8644
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 044-380-1141
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 087-889-8111
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7月1日~平成29年8月31日）

■賛助会員

◎　会社名　　ヤマハ株式会社
　　　　　　　（平成29年8月9日入会）
　　所在地　　東京都港区　
　　代表者　　大澤　博史　　
　　TEL　　　03-5488-6676
　　事業内容　オーディオ、業務用音響機器、防音室、調音パネル、スピーチプライバシー機器、
　　　　　　　ユニファイドコミュニケーション機器、情報通信機器等の製造販売
　　URL　 　  http://jp.yamaha.com/products/network/
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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
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本号で「第1回A I・人工知能
EXPO」視察研修を掲載しています
が、企業ではAIを実務に活用し始め
ており、新卒採用のエントリーシートに
企業への「本気度」を判断するサービ
スやSNS画像解析で商品やサービス
の消費動向をリアルタイムで把握する
等、効率的な企業活動に力を入れて
います。また、国も「地方創生☆政策ア
イデアコンテスト2017」で地域経済分
析システム(RESAS：リーサス)を使って
分析し、地域の現状・課題について解
決策となるようなアイデアを募集してい
ます。皆さんも地元の新たな価値を見
つけてみませんか。
（地方創生☆政策アイデアコンテスト
2017 URL:https://contest.resas-
portal. go.jp/2017/）

（編集委員）

編集後記

編集委員長
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