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昨今、「働き方改革」に関連した記
事を多く見かけますので、各企業がど
のように取り組んでいるのか関心があ
ります。そこで、関東地方本部 東京支
部主催の「サイボウズ・オフィス見学
会」に参加させて頂きました。サイボウ
ズ㈱様は、「多様な働き方へのチャレン
ジ」を実践されて社外からも高い評価
を受けています。独自の「選択型人事
制度・在宅勤務制度・副業許可・子連
れ出勤制度」等も参考になりますが、オ
フィス環境も生産性向上のポイントにな
ると思います。本誌「地方本部イベント
報告」にも掲載しておりますが、関東地
方ホームページの「イベント報告
No.10」にも見学会模様を掲載しており
ますので是非ご覧ください。
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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

ヤマハ株式会社
執行役員 楽器・音響事業本部 音響事業統括部長　大澤 博史

ヤマハの情報通信への取り組み 
～～ IoT社会への備え～～

鮮やかな紅葉の候 、皆様におかれましては、ます
ますご清祥のことと心よりお喜び申し上げます。
　会員の皆様には、一方ならぬご愛顧を賜わり厚く
御礼申し上げます。

この度は、賛助会員として入会をご承認いただき
ありがとうございます。ヤマハ株式会社は、30 年程
情報通信半導体や情報通信製品に携わっております
が、この機会を得て、会員の皆様の事業拡大に貢献
していく所存です。

さて、ヤマハ株式会社は、1887 年に創業者の山葉
寅楠（やまは とらくす）が浜松尋常小学校（現、元
城小学校）のオルガン修理を切っ掛けに創業いたし
ました。

楽器のデジタル音源技術から派生したデジタル音
声処理技術を応用して、1987 年に世界初のデジタル
処理による FAX モデム LSI を開発し情報通信に参
入。家庭用 FAX 等に多数採用され最終製品の省ス
ペース・小型化を実現しました。1989 年には、ISDN
ユーザー・網インターフェース LSI を開発、並行し
て ISDN 網のメリットを生かした応用製品の製品化
に注力。例えば、1990 年のフロッピーディスクファ
クシミリ「FDX1」（FD わーぷ、または、FD トラン
スファー）は、フロッピーディスクのデータを離れ
た場所に 3 分で転送することができ、ISDN の高速性
と信頼性を生かしたソリューションとして大変好評
を博しました。

ヤマハネットワーク製品は、1995 年に ISDN-LSI
の応用製品の一つとしてインターネット接続用ルー
ター「ISDN リモートルーター RT100i」を発売し、
今年で 22 年経ちました。現在では、法人向けルーター
として皆様にご愛顧いただき、高いシェアと高い顧
客満足度評価を頂いております。

IoT 社会では、様々な身近な機器・装置がインター
ネット上のサービスと繋がることで、新たな付加価
値が創造され、機器とサービスの動向が注目されて
おります。しかし、機器とサービスをつなぐインフ
ラが重要でありながら、問題を解決する手段が十分
とは言えない現状です。ヤマハは、リーズナブルな
法人向けスイッチや無線 LAN アクセスポイントを
製品化。ヤマハルーターと連携することで、グラフィ
カルな GUI で LAN を管理でき、速やかなトラブル
シューティングを可能にする「LAN マップ」を開発
し、LAN の見える化（マネージメント化）を実現し
ています。今後は、IoT 社会のインフラ構築を支え
る為、クラウド型のネットワーク統合管理サービス

「YNO」と連携して、「ヤマハ流 SD-WAN」を実現し
て参ります。

もう一つは、ヤマハの UC （Unified Communication）
製品は、AV 製品や PA 製品の音響デジタル処理技術
を応用した遠隔会議用マイク・スピーカー製品「プ
ロジェクトフォン」を 2006 年に発売、以来「話しや
すく」「聞きやすく」「疲れない」音声コミュニケーショ
ンを実現し、国内外でご好評を頂いております。

昨今は、働き方改革が社会テーマとなり、遠隔コ
ミュニケーションへの期待が高まるなか「Skype for 
Business」向けマイクロソフト認定モデル「ユニファ
イドコミュニケーションマイクスピーカーシステム
YVC-1000MS」を発売し、ワークスタイル変革にも貢
献して参ります。

ヤマハは、創業 130 年、情報通信事業を展開して
30 年の節目となります。会員の皆様との連携強化に
よって、皆様の事業拡大に貢献できるよう取り組ん
で参ります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろし
くお願い申し上げます。

ITCAvol42本文.indd   1 2017/10/31   12:04



2

地方本部だより

【名古屋城本丸御殿とは】
かつての名古屋城の本丸には、天守閣とともに本

丸御殿がありました。近世城郭御殿の最高傑作とし
て、現在、国宝となっている京都二条城の二の丸御
殿と並び、武家風書院造の双璧といわれた建物です。
　1930 年（昭和 5 年）に城郭建築として国宝第 1 号
に指定されましたが、1945 年（昭和 20 年）に空襲
により天守閣と共に焼失してしまいました。
　戦後の復興に伴い、天守閣は 1959 年（昭和 34 年）
に鉄筋コンクリート作りにより再建されましたが、
本丸御殿は 2009 年（平成 21 年）に復元工事が着手
され、平成 25 年の第一期復元工事の完成を待つ事に
なってしまいました。
　下の写真は、焼失前の名古屋城天守閣とその手前
にある建造物が本丸御殿です。
　表書院、対面所、上洛殿など多くの部屋が連なり、
総面積は 3,000㎡以上の木造平屋建こけら葺き（一部
瓦葺き）書院造の壮厳な建造物だったようです。

【復元された本丸御殿】
　戦火によって焼失した天守閣、本丸御殿ですが、
疎開して残された 1,000 画以上の障壁画、昭和初期の

調査・計測によって残された 109 枚の実測図、戦前
までに撮影された写真、約 2,000 個の礎石など、400
年前の姿を今に伝える豊富な資料が大切に保管され
てきました。
　歴史的文化的遺産でもある城郭の資料が多く残さ
れてきた事により、様々な分野の専門家の協力によ
り、本丸御殿の構造、工法、装飾など細部にわたり
検討を重ね、復元されています。

　下の写真は復元平面図の①玄関部分を正面からみ
たものになります。
　この写真では入口が閉まっていて分かりませんが、
玄関を開けると見える襖絵の玄関一之間東側襖絵が
現れます。この襖絵は重要文化財となっています。

名古屋市内の歴史的な文化遺産を紹介しようと考えたとき、なかなか適切な場所が思い浮かばない事がこれま
で多くありました。犬山城、伊勢神宮、高山の古い町並みなど、名古屋市以外には多くの観光地があるのですが、
名古屋市内となるとなかなかこれといったところが思い浮かびません。しかしながら、最近名古屋城天守閣の
木造復元が決まりました。また、この天守閣木造復元に先立ち、本丸御殿が現在復元されつつあり、平成25年
より第一期工事分、平成28年より第二期工事分が完成し公開が始まりましたので、ご紹介させていただきます。

名古屋城本丸御殿復元への期待
一般社団法人 情報通信設備協会 東海地方本部

事務局長　濱田　雅春
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【書院造】
　書院造は、接客や儀式のための書院（広間）が建
物の中心にあって、住む部屋とは別に設けられたも
のです。書院には、中国からの輸入品である陶磁器
などの唐物や掛け軸を飾るため、床、違棚、付書院
などの「座敷飾」が付けられ、主人が座る部屋は他
の部屋より一段高くなっている「上段乃間」をつく
るなど、格式や権威を視覚的に表現するものでした。
　多くの書院がありますが、どれも豪華絢爛で、贅
を尽くしたものでした。
　また、金具、欄間、天井などもそれぞれ工夫が凝
らされており、あらためて日本の職人技のすばらし
さに驚かされました。
　天守閣の木造復元も含め、名古屋の新たな名所と
なる事が期待されます。

【最近の名古屋城天守閣からの眺め】
　現在の名古屋城天守閣は鉄筋コンクリート作りで、
展示物もこれといったものはありませんので、特筆
しませんが、大きくかわったのが、天守閣から見た
名古屋駅界隈の眺望です。
　この数年で現代の天守閣とも言える高層ビルが増
え、少し都会らしくなってきました。
　JR 東海のリニア新幹線駅ができる JR ゲートタ
ワービルの地上部分は既に完成しています。

【帰り道でみた風景】
　名古屋城公園を出て、地下鉄の入口に向かってい
ると、この景色が目に入りました。手前の塔がある
建物は名古屋市庁舎で、高さが 53m あり、昭和 8 年
に竣工されました。
　同じ様に屋根がある奥の建物は愛知県庁舎で昭和
13 年に竣工されました。
　どちらの建物も鉄筋コンクリートですが、花崗岩
張りで堅牢に見せるなどの工夫が施され、どちらも
国の重要文化財に指定されています。
　また、耐震基準をクリアするため立て替えるので
はなく、隣接する名古屋城との調和を考え、おのお
のに最新の免震対策が施されています。
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業界ニュース　8月 

IDCJapan ㈱は、国内携帯電話、およびスマートフォン端末の 2017 年第 2 四半期（2017 年 4 ～ 6 月）の出荷台数
を発表した。2017 年第 2 四半期の国内携帯電話出荷台数（スマートフォンと従来型携帯電話の合計）は、前年同期
比 0.3％減の 711 万台となり、ほぼ前年と同水準の出荷状況となった。回復基調にある市場環境において、アップル
は 265 万台の iPhone を出荷したが、前年同期比 13.4％減となり、2016 年第 4 四半期（2016 年 10 ～ 12 月）から続い
た好調な出荷は調整局面に入ったとみられる。なお、今期の同社のシェアは 37.3％でトップシェアを維持している。
次いで、Xperia XZs に加え従来モデルも好調な出荷を記録したソニーが 138 万台で 2 位、ローエンドからミドルレ
ンジで強い支持を受ける富士通が 97 万台で 3 位となった。また、従来型携帯電話の出荷台数は 26 万台で、前年同期
比 69.6％減の大幅な縮小となり、2017 年第 1 四半期（2017 年 1 ～ 3 月）に続き市場の急速な収縮が続いている。他方、
スマートフォンは 685 万台の出荷となり、前年同期比 9.2％の成長で、「ガラケイ」の支配力が強かった日本市場もよ
うやくスマートフォンのみの市場へと移行しつつあると言える。
（URL: http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20170823Apr.html ）

ＩＤＣＪａｐａｎが２０１７年第２四半期　国内携帯電話・スマートフォン市場実績値を発表

NEC は、クラウド（SaaS）型の「ActSecure（アクトセキュア）モバイル基盤サービス Powered by VMware 
AieWatch」を 2017 年 10 月に販売開始した。本サービスは、利用者である企業の社員に対し、様々なモバイルデバ
イスから、メールやファイルサーバなどの社内システムやクラウドサービスなどへ、時間や場所を気にせず、セキュ
アにアクセスする利便性を提供する。一方、企業の管理者に対しては、複雑・多様化するモバイルデバイスの利用環
境を一元的に管理できることによる、管理業務の効率化を提供する。また、本サービスを「モバイルワーク ソリュー
ション」のセキュリティ基盤として位置付け、標的型攻撃による情報漏えい対策を実現するクラウドサービスや、勤
怠管理や承認ワークフローなど他サービス導入時のモバイルオプションとして提供する。価格（税別）: 月額：700
円～／デバイス（最小契約単位：25 デバイス）
（URL: http://jpn.nec.com/press/201708/20170804_01.html ）

ＮＥＣが社内システムへもセキュアにアクセスできるクラウド型モバイル基盤サービスを販売開始

セイコーエプソン㈱、エプソン販売㈱は、ビジネスプロジェクターベーシックモデルの新商品として、「EB-U42」
をはじめてとした全 7 機種を 2017 年 8 月 30 日より発売した。本新製品は、全機種明るさ 3,200lm（ルーメン）以上、
解像度は WUXGA から SVGA まで幅広く取り揃え、「明るさ」「解
像度」の頭文字をとった、「明解」をキーメッセージにしてプロモー
ションを実施する。特長は、①明るいオフィスや会議室でも鮮明な
映像投写が可能な、全機種明るさ 3,200lm 以上　②解像度 WUXGA
から SVGA までの豊富なラインアップ　③軽量かつコンパクトで、
場所を選ばず設置可能　④簡単セッティング、スムーズなプレゼン
テーションを実現する機能により、会議の効率化に貢献　価格：オー
プン価格
（URL: http://www.epson.jp/osirase/2017/170808.htm?fwlink=jptop_
news_1788 ）

エプソンが明るさを向上したビジネスプロジェクターベーシックモデル７機種を新発売

ビジネスプロジェクター「EB-U42」

扶桑電通㈱は、国土交通省が推進している建設現場に ICT を活用する取り組みである「i-Construction」に対応し
たソリューション「SasaL 図面管理サービス」を 2017 年 10 月 1 日より提供開始した。本サービスは、大判紙図面な
どの情報の 3 次元データ化を行い、データベース化することで自在な検索や柔軟な管理を可能にし、施設、ビル、橋
梁、道路等の保全・補修作業の効率化、災害時における図面のバックアップ対策にも貢献できるソリューションであ
る。サービス概要は、①図面スキャニングサービス　②図面管理システム　③ 3 次元データ化サービス　お問い合わ
せ先：扶桑電通㈱営業推進統括部　TEL：03-3544-7191
（URL: https://www.fusodentsu.co.jp/datas/topics/181.pdf ）

扶桑電通が建設業界、自治体向けＩＣＴソリューション「図面管理サービス」を提供開始
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富士通グループは、最新版 OS「Windows10Creators Update」を
搭載した法人向けパソコン・ワークステーション・タブレット 15
シリーズ 30 機種を 2017 年 8 月中旬から順次、国内で販売開始した。
デスクトップパソコン「FUJITSU Desktop ESPRIMO」では、筐体
デザインを一新した液晶一体型パソコン「ESPRIMO K557/R」など、
3 シリーズ 5 機種、「FUJITSU　Workstation CELSIUS」では、コン
パクト化を実現したミニタワーエントリーモデル「CELSIUS W570」
など 4 シリーズ 6 機種を新規提供する。
（URL: http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/08/8.html ）

富士通が法人向けパソコン、ワークステーション、タブレットなど１５シリーズ３０機種を新発売

（左）「ESPRIMP K557/R」19.5型ワイドモデル
（右）カスタムメイド2.8型ワイドモデル

シネックスインフォテック㈱は、BroadLine ㈱の新製品で、71 カ国で利用できるモバイル Wi-Fi ルーターとして、事務契約
が不要の「G3000」の取り扱いを開始、2017 年 8 月 10 日より家電量販店、EC サイトを通じて販売する。また法人市場におい
ても、新たなソリューションの拡大が可能となることから、付加価値再販業者（VAR）を通じた販売も強化していく。本製品は、
SIM クラウド技術と GWiFi 社（本社：香港）独自の CMS システムを利用することにより、国内、海外でも SIM カードを入
れ替えることなく同じ環境で常に安定した4GLTE通信をリージョンフリーで利用できる。パケットデータ購入は全てインター
ネット経由で行うことができるため、お客様を待たせることは一切ない。基本使用料・解約料、契約期間の縛り、事務契約は
一切不要、1 日あたりのパケット通信制限もないので、ストレスを感じることなく利用可能である。
（URL: https://www.synnexinfotec.co.jp/news/2017/170814_01.html ）

シネックスインフォテックがＳＩＭクラウドを使った次世代の世界対応データ通信サービスを利用した
モバイルＷｉ－ＦｉルーターＧＷｉＦｉ（ジーワイファイ）「Ｇ３０００」の取扱い開始

㈱ NTTPC コミュニケーションズは、リストバンド型バイタルセンサーを活用してフィールドで働く方々（フィールドワー
カー）の健康や安全をみまもるクラウド型 IoT サービス「みまもりがじゅ丸 TM」を 2017 年 8 月 23 日に提供開始した。本サー
ビスは、リストバンド型バイタルセンサーを活用して、フィールドで働く方々の脈拍数を計測、“ いまいる場所 ” の情報と合
わせて、リアルタイムに管理し、それを管理者にお報せするサービスである。例えば、警備会社の管理者が、炎天下の屋外イ
ベントで会場内に広く配備された警備員の健康状態や所在位置を一括で把握することで、事故の予防や適切な業務運営を行う
ことが出来るようになる。特長は、①フィールドワーカーの体調変化を的確に検出　②日本で初めて脈拍の分析結果を活用し
たヒヤリ・ハットポイントの抽出　③ API によるシステム連動が可能　
（URL: http://www.nttpc.co.jp/press/2017/08/201708231500.html ）

ＮＴＴＰＣコミュニケーションズがフィールドで働く方々の健康状態をみまもるＩｏＴサービス
「みまもりがじゅ丸 TM」を提供開始

キャノンマーケティングジャパン㈱は、小型・軽
量の「ミニプロジェクター」シリーズの新製品とし
て、PC レスでの投写を実現した「ミニプロジェクター
M-i1」を 2017 年 9 月 7 日より販売開始した。本製品は、
バッテリー内蔵でモバイルでの利用に適したプロジェ
クターで、内蔵メモリーや USB メモリーからデータを
呼び出すことにより、PC などのデバイスと接続せずに
本機のみで映像投写が可能である。外出先でのプレゼ
ンテーションやオープンスペースでの会議、工事現場
など各種ビジネスシーンに加え、アウトドアや自宅などのプライベートシーンでも手軽で快適に利用できる。特長は、
①携帯性の優れた小型・軽量ボディー、PC レス環境の実現により利便性が向上　② Wi-Fi 機能搭載によりスマート
フォンやカメラと簡単接続　③電源不要のバッテリー駆動を実現　価格：オープン価格
（URL: http://cweb.canon.jp/newsrelease/2017-08/pr-m-i1.html ）

キャノンマーケティングジャパンが内蔵メモリーへのデータ保存によりＰＣレスで投写が可能な
「ミニプロジェクターＭ－ｉ１」を発売

ミニプロジェクター M-i1
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業界ニュース　9月 

IDCJapan ㈱は、国内レーザー MFP（Multi-Function Peripheral）／プリンター市場に関する 2017 年第 2 四半期（4
～ 6 月）の実績を発表した。これによると、2017 年第 2 四半期国内レーザー MFP ／プリンター全体の出荷台数は、
前年同期比 3.5％減の 30 万 3,000 台となった。プリンター機能に加えて複写機能、スキャナー機能などを備えた、レー
ザー MFP 市場は、カラーレーザー MFP が、前年同期比 0.3％減の 12 万 2,000 台、モノクロレーザー MFP が 8.1％
減の 4 万 1,000 台となった。レーザー MFP 全体では前年同期比 2.4％減の 16 万 3,000 台となっている。レーザープリ
ンター市場は、カラーレーザープリンターが、前年同期比 2.3％減の 4 万 2,000 台、モノクロレーザープリンターが 5.9％
減の 9 万 8,000 台となった。レーザープリンター全体では前年同期比 4.8％減の 14 万台となっている。ベンダー別の
出荷台数シェアでは、キヤノン、リコー、富士ゼロックスが大きなシェアを持っており、この 3 社で 60％以上のシェ
アを維持している。（URL: http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20170926Apr.html ）

ＩＤＣＪａｐａｎ２０１７年第２四半期国内レーザーＭＦＰ／プリンター市場概況を発表

富士通クラウドテクノロジーズ㈱は、2017 年 9 月 6 日より法人向け通話サービス「ShaMo!（シャモ）」の新規申
し込み受け付けを再開した。同時にサービス改定を行い、最低利用期間および解除手数料を廃止するとともに、ユー
ザーライセンス発行日から 10 日以内であれば月額料金なしで解約できる制度「10 日間トライアル」を導入する。また、
iPhone 標準の着信機能を利用できる「CallKit」への対応（iOS 版のみ）など、専用アプリの使いやすさを改善する
アップデートも行う。本サービスは、専用アプリをインストールしウェブから申し込むだけで、スマホで固定電話
番号が使える法人向け通話サービスである。一つの代表電話番号を複数のスマートフォンで共有でき、直通電話番
号同士なら無料で内線通話が可能である。お問い合わせ先：0120-802-026（受付時間：平日 9：00 ～ 17：45）携帯・
PHS などからは　03-6811-5087（URL: http://fjct.fujitsu.com/press-release/20170906.html ）

富士通クラウドテクノロジーズがスマホで固定電話番号を利用できる法人向け通話サービス
「ＳｈａＭｏ!」新規申し込み受け付けを再開

パナソニック㈱は、360 度映像を非圧縮 4K/30p で出力可能な
360 度ライブカメラ（カメラヘッド／ベースユニット）を 2017 年 9
月 20 日より発売した。本製品は、4 系統のカメラ映像をスティッチ
ング（接合）し、2：1 正距円筒図法形式の 360 度映像を生成するも
のである。スタジアムでのスポーツ中継やイベント、コンサートの
ライブ配信など、さまざまなシーンに臨場感を与える。4K 出力に
より、まるでその場所にいるかのような没入感のある高画質映像を
実現する。また、高い操作性を兼ね備えているため、外部に PC を
接続することなく 4 系統のカメラ映像の露出・ホワイトバランスを撮影環境に合わせて自動制御し、常に自然な
映像を生成する。さらに、スティッチング時に接合部の被写体を自動で検出し、スティッチング位置を常時変更
する高精度な「リアルタイム動的スティッチング機能」を搭載。価格：オープン価格　お問い合わせ先：パナソニッ
ク㈱コネクティッドソリューションズ社　メディアエンターテインメント事業部　プロダクトソリューションセ
ンター　マーケティング部　カスタマーマーケティング課　TEL：06-6905-4640
（URL: http://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/04/jn170424-4/jn170424-4.html ）

パナソニックが非圧縮４Ｋ出力【２：１正距円筒図法（Equirectangular）形式】対応の
業務用３６０度ライブカメラを発売

360度ライブカメラ
AW-360C10［360度ライブ
カメラエッド］（写真右）
AW-360B10［360度ライブ
カメラベースユニット］（写真左）

ソニー㈱は、小型で身に着けやすく、いつでもスマートに録音できる新形状の正方形デザ
インを採用したステレオ IC レコーダー「ICD-TX800」を 2017 年 10 月 7 日に販売開始した。
本体は、幅・高さともに約 38 ｍｍ、奥行き約 13.7 ｍｍと小型で手のひらに収まるサイズに加
え、約 22 ｇと軽量で、自然でさりげないデザインと高音質のステレオ録音を実現した。特長は、
①小型かつ軽量でスマートに録音できる正方形デザインの新形状と手軽に取り付けられる携
帯性　②機会を逃がさない多彩な録音機能　③小型でも高音質のステレオ録音　お問い合わ
せ先：ソニーマーケティング㈱買い物相談窓口　TEL：0120-777-886
（URL: http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201709/17-0912/?s_pid=jp_top_PRESS_20170912_01_PRESS ）

ステレオ ICレコーダー
「ICD-TX800」

ソニーが機会を逃がさず録音できる小型・軽量ＩＣレコーダー「ＩＣＤ－ＴＸ８００」発売
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㈱ NTT ドコモは、月額 500 円で、1 つの電話番号をスマートフォンとウェアラブルタイプなどのアクセサリ端
末で共有して利用できる「ワンナンバーサービスⓇ」を 2017 年 9 月 22 日から提供開始した。本サービスは、ドコ
モの回線で利用しているスマートフォンの電話番号をウェアラブルタイプなどのアクセサリ端末と共有することで、
アクセサリ端末もモバイルネットワークに接続ができるオプションサービスである。これにより、例えばスマート
フォンを持たずにランニングなどのスポーツを行ったり、スマートフォンを置いて外出したりする際も、アクセサ
リ端末で音声通話やモバイルデータ通信が利用できる。月額使用料：500 円（税抜）※別途通話料・通信料がかか
る　対応機種：URL　https://www.nttdocomo.co.jp/service/one number/ 利用方法：ご利用を開始するには、ワン
ナンバーサービスをお申込みの上、アクセサリ端末の利用開始設定が必要
（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2017/09/13_00.html ）

ＮＴＴドコモが「ワンナンバーサービス」の提供開始　
～1つの電話番号で、スマートフォンとアクセサリ端末の通話・通信を可能とするサービス～

㈱日立情報通信エンジニアリングは、日立IPテレフォニーショリューションの第二弾として「Web電話帳ソリュー
ションⅡ」を 2017 年 9 月 8 日より販売開始した。日立 IP-PBX「NETTOWE」と連携し、Web 電話帳をポータルとした、
電話・メール・チャットの各種コミュニケーションツールとのコラボレーションや名刺管理により、コミュニケーショ
ン効率の向上、顧客情報の共有など、社内において発生するコミュニケーションの課題を解決する。特長は、①日
立 PBX と Web 電話帳の連携により、利便性を向上　②さまざまなコミュニケーションツール（電話・メール・チャッ
ト）との連携で、業務効率を向上　③スマートフォンで撮影した名刺写真をもとに顧客情報を登録・共有し、顧客
対応力を向上　④端末ごとに連絡先の登録は不要、情報漏えい防止による安全なスマートフォン利用を実現　お問
い合わせ先：㈱日立情報通信エンジニアリング　IPT ソリューション事業部　IPT システム本部　IPT ソリューショ
ン企画部　TEL:050-3163-5812（URL: http://www.hitachi-ite.co.jp/news/2017/20170907.html ）

日立情報通信エンジニアリングが日立ＩＰ－ＰＢＸ「ＮＥＴＴＯＷＥＲ」と連携して社内コミュニケーションを
活性化する「Ｗｅｂ電話帳ソリューションⅡ」を販売開始

ヤマハ㈱は、ルーターシリーズ製品の新ラインナップとして、最新
モデル「RTX830」を 2017 年 10 月 26 日に販売開始した。「RTX830」
は、従来モデル「RTX810」との互換性を維持しつつ、大幅な性能向上と、
クラウドサービス等の新規ネットワークへの接続性を充実させた後継
モデルである。従来モデル「RTX810」で構成されていた既存ネットワー
クをそのまま利用することも想定し、筐体サイズや設定ファイルなどの互換性を確保している。また、クラウドサー
ビスなど新規のネットワークへの接続拡張にも対応し、性能向上や各種の機能をアップデートしている。「RTX830」
により、新たにネットワークを構築することはもちろん、新旧ネットワークの共存環境を実現することも可能である。
また、ヤマハ㈱が提供するクラウド型のネットワーク統合管理サービス「YNO（Yamaha Network Organizer）」と
の連携強化により、ネットワークの一元管理や拠点端末の設置作業を効率化するゼロタッチコンフィグレーション機
能などを実現し、頻繁に変更を必要とする現代のネットワーク環境の管理を強力にサポートする。希望小売価格（税
抜）：75,000 円　お問い合わせ先：TEL: 03-5651-1330
（URL: https://www.yamaha.com/ja/news_release/2017/17091301/ ）

ヤマハ ギガアクセス VPNルーター「RTX830」

ヤマハがギガアクセスＶＰＮルーター「ＲＴＸ８３０」を発売

NEC は、東京海上日動火災保険と共同で、サイバー攻撃を発見した際の迅速な初動対応サービスと、深刻なイン
シデント発生時の高度なフォレンジック解析の費用を補償するサイバー保険を組み合わせた「ActSecure（アクト
セキュア）サイバー攻撃初動対応支援サービス」を製品化し、2017 年 9 月 27 日より販売開始した。本サービスは、
NEC のセキュリティ要員がサイバー攻撃を受けた疑いある PC を調査することで、解析受付から解析結果の報告ま
での一連の初動対応を 24 時間以内に実施する。また、万一深刻なインシデントが発見された場合でも、NEC グルー
プのセキュリティ専門企業である株式会社サイバーディフェンス研究所の高度なフォレンジック解析により、サー
バやネットワーク機器を含むシステム全体を対象とした緊急対応を実施する。本サービスでは、東京海上日動保険
を付帯するため、300 万円の範囲内で緊急時の CDI のフォレンジック解析の費用を補償するとともに、解析要員の
手配や保険適用時の手続きを NEC が一元的に行う。価格：月額 25 万円～（税別）　お問い合わせ先：NEC　スマー
トネットワーク事業部　E-mail:contsct@act.jp.nec.com（URL: http://jpn.nec.com/press/201709/20170927_02.html ）

ＮＥＣがサイバー攻撃発見時の初動対応とサイバー保険を組み合わせた
「ＡｃｔＳｅｃｕｒｅサイバー攻撃初動対応支援サービス」を提供開始
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特集

総務省は、我が国の情報通信の現況及び情報通信政策の動向について国民の理解を得ることを目的として、「情
報通信に関する現状報告」（情報通信白書）を毎年作成・公表しています。
今回の白書では、特集テーマを「データ主導経済と社会変革」とし、官民の保有する多種多様かつ大量のデータ
の利活用が社会や経済全体にもたらす変化について、展望しています。本誌の特集では、「情報通信白書」本編
423ページの中から業界関連を抜粋してご紹介いたします。詳細は総務省ホームページをご覧ください。

総務省が「平成29年版 情報通信白書」を公表しました
～特集テーマ　データ主導経済と社会変革～

■平成 29 年版 情報通信白書の目次

第 1 部　 特集　データ主導経済と社会変革

第 1 章　スマートフォン経済の現在と将来
第 2 章　ビッグデータ利活用元年の到来
第 3 章　第４次産業革命がもたらす変革
第 4 章　社会的課題解決に役立つ ICT 利活用
第 5 章　熊本地震と ICT 利活用

第 2 部　 基本データと政策動向

第 6 章　ICT 分野の基本データ
第 7 章　ICT 政策の動向

■平成 29 年版 情報通信白書の公表方法
1．総務省ホームページへの掲載

URL：http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/
2．書籍の販売

主要書店、政府刊行物サービスセンター及び官報
販売所で販売。

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

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

［出典：「平成 29 年版情報通信白書」（総務省）
URL：http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/index.html］

第 1 章 スマートフォン経済の現在と将来

スマートフォンの普及と利用時間増に伴い、スマートフォンを起点としたネットによるサービス消費は一層
増加するとともに、企業側での生成データの蓄積が進み、データ利活用による新たな価値創造の可能性が高
まっている。その一方で、米国及び英国と比較すると、フィンテックやシェアリングサービスをはじめとし
た新サービスの日本の利用意向は低く、その底上げは今後の課題となっている。
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第 2 章 ビッグデータ利活用元年の到来

改正個人情報保護法の施行（2017 年 5 月）、官民データ活用基本法の施行（2016 年 12 月）や、情報の自由
な流通を巡る国際議論が進むなど、「ビッグデータ利活用元年」に向けた環境整備が進みつつある。
日本では、一般利用者側でパーソナルデータの提供と理解が進む一方、不安感も根強い。データのセキュリ
ティ確保や収集無効化等、個人と企業との認識ギャップの低下に向けた企業側の取組が必要。

第 3 章 第４次産業革命がもたらす変革

第 4 次産業革命の実現に向けた期待感は、日本では情報通信業において高いものの、国際比較を行うとデー
タ利活用への意欲で遅れが目立つ。同革命の前提条件としてルール整備と人材育成を最大の課題に挙げる日
本企業は多いが、IoT 化と企業改革が同時進行する経済成長シナリオ（年平均 2.4％）では、2030 年時点で
実質 GDP725 兆円を達成と試算している。
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第 4 章 社会的課題解決に役立つ ICT 利活用

地方圏の人口減少を防ぐためには、都市圏からの人口流入を促すと同時に地方から都市への人口流出を防ぐ
必要がある。これらの地域外から人を呼び込む施策と同時に、定住人口を増加させるためには既に地域に暮
らす人々の生活を守ることで、すでに地域で暮らす人々の流出を防ぐ事が求められる。地域経済を活性化さ
せ、安定した収入を得られやすくするための仕組みとして ICT を活用したり、地域にある資源を生かして新
たな商品を開発し、販路を地域外に広げていく事も ICT 利活用の方向性として考えられる。

第 5 章 熊本地震と ICT 利活用

東日本大震災後の通信・放送インフラの強靭化や、スマートフォンの普及・利活用の結果、被災地域におけ
る情報伝達・情報共有に際し、熊本地震では ICT が大いに活用された。災害発生時に情報収集をする際に有
用だと考えていた手段に対し、地震の揺れがおさまってから情報収集・安否確認をする際に実際に用いた手
段（利用率）をみると、両者には一定の正の相関がみられる。また、スマートフォン利用者は、LINE やメー
ル等スマホで利用できる手段について有用だと考えていた割合に対し、利用率が高い。スマートフォン未利
用者は、スマートフォン利用者よりも、地上波放送や AM ラジオを有用と考え、かつ利用率も高い。
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第 6 章 ICT 分野の基本データ

インターネットを利用していて不安を感じる個人の割合は、「不安を感じる」「どちらかといえば不安を感じ
る」を合わせて 61.6％と、約 6 割が何らかの不安を感じている。その具体的な不安の内容をみると、87.8％
が「個人情報やインターネット利用履歴の漏えい」を挙げており、次いで、「コンピュータウイルスへの感染」
が 67.4％、「架空請求やインターネット利用した詐欺」が 51.6％等となっている。

第 7 章 ICT 政策の動向

総務省では、「2020 年に向けた社会全体の ICT 化推進に関する懇談会」においてアクションプランの策定及
びその実行に向けた検討を行っている。
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日本には ｢膝を突き合わせる｣ という言葉がある
ように古来より対面のコミュニケーションが重視さ
れてきた。ビジネスの世界においても、電話やメー
ルが主要な連絡手段となっているにもかかわらず､
重要な決定事項についてはフェイス ･ トゥ ･ フェイ
スの会議を重視する風潮が根強くある。
　とはいえ､ 国内外に多くの拠点を展開する企業の
場合､ 会議のたびに関係者が一堂に会することは時

間やコストの面で負担が大きく現実的ではない。こ
うした事情を背景に映像で臨場感のあるコミュニ
ケーション（ビデオコミュニケーション）を実現す
る遠隔会議システムの企業導入が進んできた。

ビデオコミュニケーション市場は緩やかながら成
長が続いており、2017 年の国内市場規模は 525 億円
と前年比 107％の伸びとなる見込み（図表 1）。

製品別では、ビデオ会議と Web 会議で全体の 5

業界特集

ビデオコミュニケーションは､ 大規模会議室向けの普及は一段落し､ 小規模向けが中心となっている。グローバ
ルで数千万室の潜在需要があるだけに、市場の拡大が続きそうだ。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

テレビ会議・Ｗｅｂ会議で注目の「ハドルルーム」
小規模向けは画角と音質で勝負

（図表1）国内ビデオコミュニケーション市場規模予測

（図表2）会社規模別ビデオコミュニケーション導入割合
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割以上を占め､ 残りが音声会議やマイクスピーカー、
MCU（多地点接続装置）となっている。また、国内
企業 175 万社を対象にしたアンケートによると、ビ
デオコミュニケーションを導入している企業は約 11
万社､ 導入率は 6.3％（図表 2）。従業員数別では、10
人未満の企業では 3.1％にとどまるのに対し、1000 人
以上の企業の導入率は 72.1％と規模に比例して導入の
割合が高くなっている（いずれもシード ･ プランニ
ング調べ）。

大企業では、専用機を用いた高音質 ･ 高画質のテ
レビ会議システムは役員会議など重要な会議用､ 端
末や場所に関係なく利用できる Web 会議システムは
現場レベルでの打ち合わせ用というように使い分け
が進んでいる｡ 他方、中小企業では特に小規模企業
や SOHO でようやく導入が始まった段階で､ Web 会
議システムやビデオチャットなど安価な製品が中心
だ。
　このようにビデオコミュニケーション市場の中心
は大企業から中小企業へ、高額な製品から安価な製
品への移行が進んでいる。
　本稿では、ビデオコミュニケーション市場につい
て､ 製品動向と利用動向について紹介する。

今、ビデオコミュニケーション市場で注目を集め
ているのが、｢ハドルルーム｣ 向け製品だ。
　ハドルルームとは一般的には聞き慣れない言葉か
もしれない。英語の ｢huddle room｣ がそのまま日本
語として使われるようになったものだ。huddle には
｢詰め込む｣ といった意昧があり、狭いスペースに数
人程度のメンバーが集まって行う小規模な会議を意
味する。
　ハドルルーム向けのビデオ会議室に関しては、グ
ローバルで 3000 万～ 5000 万室もの潜在需要が残さ

れているとの調査もあり、今後の拡大が大いに期待
される分野だ｡ そのため国内でもロジクールが 7 月
にビデオ会議システム ｢MeetUp（ミートアップ）｣
の提供を開始したのに続き、ヤマハが 10 月にビデオ
サウンドコラボレーションシステム ｢CS-700｣ の発
売を予定するなど､ 各社から新製品が相次いで登場
している。
　これらの製品に共通するのが､ ①広視野角に対応
したカメラ､ ②ノイズを排除したクリアな音声､ ③
HDMI ケーブルと電源ケーブルでつなげるシンプル
な構成､ ④一体型で簡単に設置できるなど､ 小規模
なスペースでの会議をスムーズに行うのに必要な機
能を備えることだ。
　このうちカメラについては、一般的なビデオ会議
システムは奥行きのある広い部屋での利用を想定し
ているため、画角は 90°に設定されている。ところが
狭い部屋だとカメラと人の距離が近くなり、90 で゚は
すべての参加者を映し出すことができない｡ そこで
MeetUp や CS-700 には 120 の゚視野角に対応したカメ
ラが搭載されている（MeetUp はパン／チルト機能を
使えば 175 ま゚で拡大可能）。 120 で゚あれば､ 4m ×
4m ほどの狭い部屋でもカメラから至近距離の席や部
屋の隅にいる人をカバーすることが可能だ。
　次に音質についてだが､ 狭い室内にノート PC や
紙の資料を机上に広げているとスピーカーが遮られ､
相手の声がどこから聞こえるのかがわからなかった
り、聞き取りづらくなってしまう。 CS-700 には ｢適
応型エコーキャンセラー｣ ｢ノイズリダクション｣「マ
イク自動追尾｣ ｢オートゲインコントロール｣ などヤ
マハ独自の音声処理技術が搭載されており、キーボー
ドを叩く音や紙をめくる音などのノイズを収音しな
い一方､ 話者の声だけを判別して届けることができる。
　さらにいずれの製品も 20 万円以下と手頃な価格に
設定されているので､ 予算の限られている中小企業
や、大企業の支店 ･ 事業所など拠点での導入に適し
ている。

小規模会議室や奥行きのない部屋では席が画面に近く、視野角が90°のカメラではカバーしきれ
ないが、120°なら全員を表示できる

製品動向
広視野角で狭い部屋をカバー
SfB や Apark との連携に需要
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■ SfB の使い勝手を補完
製品におけるもう 1 つのトレンドが、｢Microsoft 

Skype for Business（以下､SfB）｣や｢Cisco Spark｣といっ
たクラウド型のコラボレーションツールとの連携だ。
　このうち SfB については、Office365 の導入をきっ
かけに Web 会議としての利用を検討する企業が多い。
ところが ｢関心が高い割に実際に活用しているのは
IT 企業や IT を積極的に活用する企業に限られてい
る｣ と富士キメラ総研 第二研究開発部門研究員の花
棚洋氏は指摘する。
　主な原因として､ 設定の煩雑さが挙げられる。
　SfB による会議を始めるまでに平均すると 8 ～ 10
分程度かかるため、やがて使わなくなってしまう企
業が多いのだという。また、相手の声が聞きづらかっ
たり、画像が見づらいといった使い勝手の問題もある。
　これらの課題を解決し、SfB を遠隔会議システムと
して使いこなすためには、機能を補完する製品が必
要になる。

例えばヤマハのマイクスピーカーシステム ｢YVC-
1000｣ はマイクとスピーカーが分離しており、スピー
カーを内蔵した本体をディスプレイのそばに置くこ
とで、話者の映像と音声の自然な一体感を実現する。
今年 10 月に発売予定の ｢YVC-1000MS｣ は､ YVC-
1000 の機能を踏襲しつつ、SfB の認証を取得したマ
イクロソフト認定モデルだ。
　本体上部に ｢コールボタン｣ が搭載されており、
マウスなどを使わずにボタン 1 つで SfB の着信や通
話終了を行える。また、音質チューニングやマイク
ミュート運動などの仕様変更により、SfB を使った快
適な遠隔会議が可能になる。
　｢SfB をクライアントとして既存の会議システムと

連携する製品は､ SIer も今後の成長が期待できる商
材として注目している｣ と VTV ジャパン代表取締役
の栢野正典氏は話す。

一方、シスコの Spark もテレビ会議などとの接続
が可能になったことで、既存の会議システムとの連
携ニーズが企業の間で高まっている。
　ロジクールのビデオコミュニケーション製品は SfB
の認定を取得しているだけでなく、シスコ製品につ
いても認定 ･ 動作確認済みだ。このため、｢MeetUp
と Spark をつなぎたい｣ という要望も増えていると
いう。

ここからは、ビデオコミュニケーションの利用動
向について見ていくことにする。
　テレビ会議や Web 会議は、ネットワークやディス
プレイなど技術の進化やスマートデバイスの普及に
加えて、新型インフルエンザやリーマン ･ ショック､
無差別テロ事件など海外出張を取りやめざるをえな
い事由も導入の契機となってきた。
　そして今､ 新たな追い風となっているのが､ 企業
における ｢働き方改革｣ の動きだ｡ その一環として、
オフィス以外の場所で仕事をする ｢テレワーク｣ を
推進する企業が増えている。
　テレワークは育児や介護と仕事の両立をしやすく
するといったメリットの反面､ 社内の人たちと顔を
合わせる機会が減りコミュニケーションが低下する
という懸念がある。
　だからといって､ 会議や打ち合わせのたびに出社
してもらうのは本人の負担が大きい｡ 予算をかけな
い遠隔コミュニケーションの方法の 1 つに法人向け
Web カメラの導入がある。
　ロジクールの ｢BRIO（ブリオ）｣ は手のひらサイ
ズで、ノート PC や LCD スクリーン､ デスク上に取
り付けて利用する。コンパクトでありながら高機能
カメラを搭載しており、4K（UltraHD）と 5 倍ズー
ムで高精細な映像を実現する。赤外線ベースの顔認
証アプリケーションによる本人認証も行えるので､
外部から社内ネットワークにアクセスする際の “ なり
すまし ” も防止する。
　最近は Skype のように無料で簡単にビデオ通話が
行えるコンシューマー向けサービスを会社に無断で
打ち合わせに利用しているケースもあるが、会社 “ 非
公認 ” のサービスはセキュリティやトラブル発生時の
対応などの不安が拭いきれない｡ 従業員の ｢シャドー

利用動向
テレワークが追い風に

遠隔会議の「場所」を作る

ヤマハのビデオサウンドコラボレーションシステム「CS-700」
は、120°の広視野角カメラや独自の音声処理技術により、スムー
ズな遠隔会議が行える
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IT｣ 対策として法人向け Web カメラを導入する企業
も多いという。

■“テレワーク難民”を救済
テレワークでは自宅やサテライトオフィス、カフェ

などが仕事をする場となる。
　｢これらの場所は周囲に気兼ねなく話をしたり、秘
匿性のある情報を扱うことが難しく、テレビ会議や
電話でコミュニケーションできないことがテレワー
ク導入の足かせとなっている｣ とブイキューブ代表
取締役社長の間下直晃氏は指摘する。
　同社はこの 8 月、｢ビジネスパーソンが安心して働
けるコミュニケーションスペース｣ をコンセプトに
したコミュニケーションブース ｢テレキューブ｣ の
販売を開始した。
　幅約 1.1m ×奥行き約 1.1m ×高さ約 2.2m、重さ約
296kg の公衆電話ボックスのような形状で、内部には
テーブルやイス、電源､ USB 給電口、換気機能など

を備える。壁面にはレノボ ･ ジャパンの小型デスク
トップ PC「ThinkCentre M710q Tiny｣ とタッチ操作
で利用する ｢TELECUBEApp｣ が組み込まれ、それ
を通じてブイキューブのテレビ会議 ｢V-CUBE ミー
ティング｣ や SfB､ H.323/SIP に準拠したハードウェ
ア型テレビ会議システムと接続することができる。
　オフィスビルやサテライトオフィスヘの設置のほ
か､ 施錠や監視カメラなどのセキュリティ機能を備
えた一般向けモデルを公共施設や駅､ 空港などに展
開する計画｡ 防音性の高いスペースで遠隔会議を気
兼ねなく行えるようにすることで、“ テレワーク難民 ”
を救済する狙いがある。

■ AI や VR など新技術との連携も
　最近はビデオコミュニケーションを会議以外のさ
まざまな業務に利用する動きも目立つ。
　よく知られているのが､ 遠隔医療や遠隔教育､ 金
融機関の窓口業務などだ｡  2020 年の束京オリンピッ
ク ･ パラリンピックに向けて訪日外国人観光客が増
える中で､ 多言語翻訳（通訳）サービスと組み合わ
せた観光案内システムヘの活用を検討している企業
や自治体も多い。
　｢今後はドローンや AI､ VR など様々な技術と既存
のビデオコミュニケーションとの連携が進むだろう｣
と予側するのは、シード ･ プランニング リサーチ＆
コンサルティング部エレクトロニクス ･IT チーム 2G
リーダ主任研究員の原健二氏だ。
　例えば大規模な工場で Web カメラを搭載した自立
飛行型のドローンを使い、巡回や設備の点検を効率
的に行うといった取り組みがすでに行われている。
　また AI については、米アマゾン ･ ドット ･ コムが
7 インチのタッチパネルを搭載した AI スピーカーを
6 月に発売した。｢2 台あれば簡単なビデオ会議がで
きるので、ビデオコミュニケーション市場への影響
に注目している｣（原氏）と話す。

さらにネットワークが 5G（第 5 世代移動通信シス
テム）になり、VR の普及が進めば､ 仮想空間に作ら
れた会議室で会議を行う ｢VR 会議｣ も現実のものと
なる可能性が高い。
　このようにビデオコミュニケーション市場は会議
のあり方そのものが変化しながら、また様々な業務
ヘと用途が広がりながら、今後も拡大が続きそうだ。

（出典：テレコミュニケーション september 2017）

ブイキューブの「テレ
キューブ」は、防音性
の高いスペースでテレ
ビ会議や電話などのコ
ミュニケーションが気
兼ねなく行える
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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-‐‑‒3281-‐‑‒7000	  

【本社】〒104-‐‑‒0031	  東京都中央区京橋	  2-‐‑‒2-‐‑‒1	  
京橋エドグラン	  27階	  

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！	  

新広告データ	  

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）	  

最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  
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新製品・新サービス

■要旨
株式会社ダイヘンは、LAN 用 SPD（Surge Protective Device）※ 1 の新製品『PE1000A-C/N-C』の発売を開始しました。

この製品は、LAN 用 SPD として業界で初めて劣化確認機能を備え、目視で簡単に取り換え時期の判別が可能となり、
設備保守の信頼性向上と設備管理の負担軽減に貢献します。

■開発の背景
SPD は侵入した雷サージを処理するうちに、SPD 内部にある避雷素子の劣化が進み、故障に至ります。その劣

化状態は外観から判別できない上、寿命は経年に比例せず処理した雷サージの大きさや回数に左右されるため、適
切な取り換え時期が分かりにくいという問題がありました。そのため設備管理者は、検査器で故障の有無を 1 台ず
つ点検したり、状態に関わらず定期的に取り換えるといった対応をする必要がありました。そこで、外観から状態
を判別できる SPD への需要が高まり、すでに電源用 SPD や通信用 SPD などでは劣化確認機能を有した SPD が市
場投入されています。

近年では IoT/M2M ネットワーク環境構築の加速に伴い、通信機器に対する管理の手間や取り換え費用が増加す
る傾向にありました。当社はお客様の負担を軽減するため劣化確認機能を備えた LAN 用 SPD を今回業界で初めて
開発しました。

※ 1   LAN 用 SPD は、LAN 回線へ侵入した雷サージによる異常電圧・異常電流から系統の機器を保護する装置。

■特長
1．【業界初】劣化確認機能を有した LAN 用 SPD

チェックボタンを押すと機器の状態が「正常」「要交換」「故障」の 3 モード
で表示され、故障前の適切なタイミングで交換を行う事が可能です。電池が内
蔵されているため、別途電源を設ける必要はありません。
2．高速 LAN 回線（1000Base-T）に対応
3．PoE および PoE Plus 対応

近年ネットワークカメラで主流となっている給電式 PoE（Power over Ethernet）
および PoE Plus に対応しています。
4．DIN レールに対応

DIN レール対応の施工性が良い構造です。導電性 DIN レールを使用した場合
はアースへの一括接続が可能です。

■外観図

【業界初】ダイヘンが劣化確認機能を備えた
ＬＡＮ用ＳＰＤの販売

写真は PE1000N-C
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■ LAN 用 SPD『PE シリーズ』の仕様
＜新製品＞
・PE1000A-C：標準タイプ（電圧防護レベル Up：600V 以下）
・PE1000N-C：業界トップレベルの雷保護性能（電圧防護レベル Up：300V 以下）

型番
性能・仕様

PE1000A （新製品）
PE1000A-C PE1000N （新製品）

PE1000N-C

適用回路 LAN（1000Base-T,100Base-TX,10Base-T,
PoE,PoE Plus）1 回線

適用ケーブル LAN ケーブル（カテゴリー 5e 以上）
最大連続使用電圧 Uc DC60V

定格電流 630mA

電圧防護
レベル Up

10kA 印加時 600V 300V
5kA 印加時 500V 250V

インパルス耐久性
（8 線の合計値）

カテゴリ C2 10kA
カテゴリ D1 2.5kA

絶縁抵抗 ※ 2 100M Ω以上
挿入損失 ※ 3 1dB 以下

導通抵抗（1 線当たり） 1 Ω以下

使用温湿度範囲 － 25 〜 70℃ 93% 以下
（ただし結露・氷結のないこと）

寸法（mm） W96 × D22 × H35
　　　　　　W96 × D22 × H46（-C タイプ）

SPD 劣化確認　※ 4 - ○ - ○

※ 2　IN- 接地端子間 DC60V を印加して測定　※ 3　IN-OUT 間 DC ～ 100MHz（100 Ω）
※ 4　緑：正常、赤：要交換、不点灯：故障の 3 段階表示

＜当社の雷害対策製品事業に関して＞
株式会社ダイヘンの子会社である「大阪ヒューズ株式会社」は 2014 年 10 月に社名を「ダイヘンヒューズ株式会

社」に変更しました。同時に、雷害対策製品の営業機能を「ダイヘン電機システム株式会社」へ移管し、商品ブラ
ンドを「ダイヘン」に統一しました。

■お問い合わせ先
お客様：ダイヘン電機システム株式会社
耐雷機器営業部（06）7177-6760
本製品に関するウェブサイト：http://www.daihen.co.jp/products/electric/other/

【業界初】劣化確認機能付
ＬＡＮ用ＳＰＤ
PE1000A-C/PE1000N-C

ＪＩＳ Ｃ 5381‐21に対応
国土交通省公共建築工事標準仕様書に準拠
ＲｏＨｓ指令対応

劣化確認機能付1

高速LAN回線（1000Base-T）対応2

Power over Ethernet（PoE Plus）対応3

DINレール対応4

LED表示 別電源不要

導電性DINレール使用の場合、一括アースが可能

ＳＴＰケーブル対応5
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■サービス概要
「オフィスリンク」は、NTTドコモのFMCサービスとし
て2009年9月よりサービス提供を開始いたしました。
お客様の電話システム（PBX等）とドコモ網をつ
なぎ、携帯電話を内線化するサービスです。
全国のドコモエリアで携帯電話同士や、携帯電話
と固定電話が内線番号だけで通話が可能になりま
す。社内外をシームレスに結ぶコミュニケーションが、
情報共有を強化し、業務効率をアップさせます。

導入のきっかけとしては、PHS・PBXの更改を契機
に導入を検討されているお客様が半数を占め、導
入の理由としては、約7割のお客様が業務効率化
を上げています。

総務・情報システム部門としては、端末の一元化、
端末故障時の対応、番号変更時の対応など、主
に運⽤⾯の業務の効率化ができます。一方、営業
部門（ユーザー部門）においては、外出時

■導⼊事例
＜病院＞
院内の規制緩和により携帯電話を利⽤できる場所
の増加をきっかけに、医師と看護師の連携強化を目
的として、携帯電話の内線化を希望されるお客様が
多くいらっしゃいます。
また、訪問介護などの外出する業務にも利⽤できると
いうことで、従来の院内スタッフのみではなく、介護スタ
ッフとの連携にも活⽤されています。
院内に内線⽤のアンテナを設置する必要がなく、
TCO削減効果を期待して導入いただいております。

＜ホテル・旅館＞
さまざまなスタッフの連携が必要になる業界で、スムー
ズな社員間連携を目的として導入いただいております。
導入前はPHSと携帯電話をご利⽤いただいている
ケースが多く、館内でも2台の電話機を持ち歩く必要が

でも電話を転送できること、ダイヤルインにて直接着
信が可能になること等による電話の取次ぎが軽減
し、オフィスにいなくても内線電話を使えることによる
利便性向上があげられます。

NTTドコモ・オフィスリンクの取組み状況について
〜使っている携帯電話を内線にしたら、働く場所・働き方の選択肢が増えた！〜

NTTドコモ・オフィスリンクは、当協会において平成2４年４月より関東地方本部を⽪切りに全国
展開を実施しております。現在は、オフィスリンク認定企業認定会社が164社、販売パートナー
認定会社が72社となっており、今回は、更なる販売推進を目標に向けた取組みとして、サービス
概要・導入事例等をご紹介します。

162
89
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あったため、1台にまとめられることにメリットを感じて
いただくことも多いです。
外渉担当は外出されている時間も⻑く、オフィスに
かかってきた問い合わせの電話を転送することで即
時対応できるようになりました。

導 入 事 例

企業の多様なシーンで生産性を
高め、コミュニケーションの変革に
貢献しいますいます。

■ドコモの取り組み
新しい取り組みとして、2017年7月よりスマートフォン
向けにオフィスリンクとクラウド電話帳を組み合わせた
「オフィスリンク＋」のサービス提供を開始しました。
携帯電話の電話帳は個⼈管理になっているケース
が多いですが、クラウド電話帳をご利⽤いただくことで、
内線番号を含む連絡先情報を管理者が一元管理
することが可能になります。
さらに、オフィスリンク発信サポートとして、社内向けに
は内線番号から、社外向けには会社番号から発信
できる機能を実装しました。

また、ワンタッチで内線ON/OFFができるため、
仕事とプライベートのメリハリがつけられます。
勤務時間外にかかってくる電話を会社へ自動
転送することにより、電話の対応漏れもありま
せん。

<ITCA会員企業様との連携＞
ドコモではITCA会員企業様等よりオフィスリン
クサービスに関わる引き合いを頂くパートナー制
度を構築しております。
皆様のエンドユーザ様に対する構内交換機提
案において、当社が「オフィスリンク」という付加
価値を提供することで、「ワークスタイルの変
革」という訴求⼒が加わり、皆様のビジネスをお
手伝いいたします。

■お問合せ先
・NTTドコモ法⼈ビジネス本部 第3法⼈営業部
連絡先：03-5156-3110
担当 小高・日下部

・ITCA窓口(情報通信設備協会）
・連絡先：03-5543-2250   担当 花園
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地方本部研修・セミナー　INFORMATION

北海道

平成 29 年度　とう道（洞道）見学会

日程 平成29年11月22日（水） 定員 30 名

時間 15：00 ～ 16：30 受講料 無料

会場 札幌市大通 4 丁目（ＮＴＴ） 申込み
方法

北海道地方本部事務局にＦＡＸで申込　
ＦＡＸ:011-530-0904

見学
内容 とう道見学 問合

せ先
北海道地方本部事務局
TEL:011-733-5005

信越

にいがた・技のにぎわいフェスタ２０１７
日程 11 月23日（木）祝日 定員 自由
時間 9：00 ～ 16：00 受講料 なし

会場 新潟市中央区産業振興センタ
（新潟市中央区鐘木 185-10）

申込み
方法 自由

研修
内容

「にいがた・技のにぎわいフェスタ２０１７」
物づくりの楽しさを実演を通じて体験してもらう、主と
して子供中心に体験してもらうイベント
ＩＴＣＡ会員がＬＡＮケーブルの作成を指導する。

問合
せ先

信越地方本部　事務局　青海
TEL:025-279-5655

対象者 一般

九州

九州地方本部 製品説明会

日程 平成29年11月17日（金） 定員 30 名程度

時間 14：30 ～ 17：30 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

株式会社アライドテレシス、株式会社 NTTドコモ、
ヤマハ株式会社、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

本部

平成 29 年度ＩＴＣＡセミナー　 本部・関東地方本部　共催

日程 平成29年11月29日（水）
参加費 無料

時間 13：30 ～ 17：00（開場 13 時）

会場 東京、大阪、広島、福岡、仙台、札幌、
名古屋、新潟、金沢、松山（全国 10ヶ所）

申込み
方法

本部・関東 HPより「申込書」を印刷して記入のう
え、各地方本部へ FAX でお申込み下さい。

講演
内容

1.ＩｏＴを支える技術について
　～無線、クラウド、セキュリティ～
　尾鷲　彰一　氏
 （ニッポンクランドワーキンググループ（NCWG） 理事）

2.クルマが社会のＩＣＴインフラに
  ～バーチャルＰＢＸを実現しよう～
  井上　友二　氏
 （㈱トヨタＩＴ開発センター 顧問）

問合
せ先

各地方本部事務局

※詳細は本部ホームページ
（http://www.itca.or.jp）をご覧ください。
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地方本部 　イベント報告

関　東

日程 平成 29 年 9 月22日（金）
時間 15：30 ～ 16：30　セミナー

16：30 ～ 17：00　サイボウズオフィスツアー会場 サイボウズ株式会社
（東京都中央区日本橋2-7-1　東京日本橋タワー27階）

関東地方本部　東京支部では、サイボウス株式会社様のご協
力で「サイボウズ・オフィス見学会」を開催し、22 名が参加され
ました。
サイボウズ株式会社様は、2005 年から組織や評価制度を見直
し、ワークバランスに配慮した制度や、社内コミュニケーションを
活性化する施策を実施し、社員それぞれが望む働き方を実現で
きるようなワークスタイル変革に取り組み、2017 年 3月「働きがい
のある会社」女性ランキング1 位に選出され社外からも高い評価
を受けています。勉強会は、サイボウズ株式会社　鈴木グルー
プ長よりワークバランスの取組みと成果等についてのセミナーがあ
り、その後、社内を見学させて頂きました。森の中にオフィスがあ
り港町を旅しながら仕事をするような感覚で、随所に遊び心があ
るオフィスでした。参加者は、熱心に見学され、オフィスとワーク
バランスについて参考にされていました。見学会後は、参加者の
懇親会が行われ親睦を深めました。

関　西

日程 平成 29 年 10 月19日( 木 ) 会場 施設見学会　　　　　　　　　　　　　　　　
《関西国際空港・浪花酒造・会員交流会　海桜》

　関西地方本部 広報教育委員会の主催の・泉佐野市「関
西国際空港（特別関空見学プラン）」・阪南市「享保年間創
業の浪花酒造の酒蔵・本宅・庭園の見学」・会員交流会「漁
師と農家産直居酒屋：海桜お初天神店」への施設見学会に
12 社 22 名の方にご参加いただきました。
　あいにくの小雨の中、ＪＲ大阪駅前の西梅田バス暫定駐車場
に集合し、貸切バスで阪神高速を関西空港へ向かいました。
関空到着後、待機していたオフィシャルガイドが添乗して、通常
立ち入ることの出来ない保安区域に入りました。機内食工場や
大きな給油タンクなど、空港を支える裏方の施設を車窓見学。
間近に離着陸する飛行機は、迫力満点でした。国際貨物地
区、機内食工場、給油タンク施設、管制塔、北進入灯付近を
ぐるっと回り、その間ガイドによる、飛行機にまつわるエピソード
や空港通信設備のおもしろネタを聞くことができ、最新設備内容
の研修となりました。

　続いて関空から車で約 30 分の所にある、享保年間創業（300
年前）の浪花酒造を工場見学しました。和泉山脈からの清冽
な地下水に恵まれた浪花酒造は、この３００年間その井戸水で
酒の仕込みを行なっています。どんなに機械化、コンピューター
化の時代が来ようが、手造りに徹し、心のこもったお酒を造るこ
とをモットートされており、国新酒鑑評会において５回金賞を受
賞されています。浪花酒造では、まず登録文化財の本宅にて
酒造りや呑み方をビデオで鑑賞したあと、その本宅座敷と洋室・
茶室・日本庭園を拝見。その後、やはり登録文化財の酒蔵で
酒造り見学をし、直売所で大吟醸の試飲をして多くの方が好み
のお酒を購入されていました。
　会員交流会は、炉端焼食べ放題＋飲み放題という盛りだくさ
んのプランで、参加された方々からは笑顔が溢れ笑い声が絶え
ませんでした。見学会参加者 22 名の全員に参加していただき、
幹事・監事・一般会員・事務局が垣根なく、大いに語り合い、
懇親を深め、盛り上がりました。

【参加会員】旭コムテク㈱　㈱岩通サ－ビスセンタ－　エフビット
コミュニケーションズ㈱　協和テクノロジィズ㈱　近畿通信設備
㈱　寿電設㈱　昭栄通信工業㈱　大和電設工業㈱　田中
工業㈱　南海電設㈱　日本テクトス㈱　藤井通信工業㈱

セミナー会場様子

動物たちが出迎えてくれる
「サイボウ樹パーク」

ハンモックがある
「CYBOZU CAFE MORI」

世界各地の港町名を冠す
会議室

「BARCELONA」

ITCAvol42本文.indd   23 2017/10/31   12:04



24

平成29年度優秀施工者国土交通大臣顕彰を
建設マスター２氏・ジュニアマスター３氏が受賞

国土交通省では、現場の第一線で「ものづくり」
に直接従事している方の中から、特に優秀な技能・
技術を持ち、後進の指導・育成等に多大な貢献をし
ている建設技能者の方を対象として、平成 4 年より
優秀施工者建設大臣顕彰を、また平成 13 年度から
は「優秀施工者国土交通大臣顕彰」に名称を変更し
て授与しています。平成 29 年度の被顕彰者 417 名
のうち、「電気通信工」部門では情報通信設備協会
会員から 2 名が選ばれました。優秀施工者は、建設
工事における名人、親方、師匠、熟練者であること
から、通称［建設マスター］と称されています。

また、平成 27 年度から 39 歳以下の優秀な建設技
能者を対象とした顕彰制度［建設ジュニアマスター］
が開始され、「青年優秀施行者土地・建設産業局長
顕彰」被顕彰者 108 名のうち、3 名が選ばれました。
10 月 6 日（金）に東京都港区芝公園のメルパルクホー
ルで顕彰式典が開催され顕彰状が授与されました。

■「建設マスター」「建設ジュニアマスター」について
　［建設マスター顕彰基準］
　①技術・技能が優秀であること。
　②工事施工の合理化等に貢献していること。
　③後進の指導育成に努めていること。
　④安全・衛生の向上に貢献していること。
　⑤他の建設現場従業者の模範となっていること。

［建設ジュニアマスター顕彰基準］
　①技術・技能が優秀であること。
　②工事施工の合理化等に貢献していること。
　③将来その活躍が一層期待されること。
　④安全・衛生の向上に貢献していること。
　⑤他の建設現場従業者の模範となっていること。

［選考方法］
　建設マスターは建設業者団体、都道府県又は国土
交通省北海道開発局及び地方整備局から推薦を受け
た方、建設ジュニアマスターは、建設業団体から推
薦を受けた方について、優秀施工者国土交通大臣顕
彰審査委員会において審査・選考しています。

受賞者紹介
［優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）］
◎横山 佳之 氏　
会員名：サンワコムシスエンジニアリング株式会社

（関東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　電気、電気通信工事に多く係り、各種技術研修
を 受 講 し、 且 つ NW 系 資 格 CCNA、INIP、VoIP 
Adviser や、監理技術者資格者証（電気通信）の取
得など努力を積み長年にわたって職務の従事により
養った電気、電気通信工事の知識技能を有している。

◎藤原　勲  氏
会員名： 大和電設工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地：京都府京都市
主な推薦理由：
　情報通信設備工事に多年にわたり従事し、その蓄
積された知識、技能は広範囲で、また業務上必要な
国家資格及び技術資格を積極的に習得し、日々進歩
する情報技術に対応し、他の模範となるよう自己研
鑽に努めている。技術資格は、情報配線施工技術検
定 2 級、工事担任者 AIDD 総合種、情報通信エンジ
ニア、第二種電気工事士、情報ネットワークプラン
ナー・マスター等。
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［青年優秀施工者土地・ 建設産業局長顕彰（建設ジュ
ニアマスター）］
◎車塚　努 氏
会員名：サンワコムシスエンジニアリング株式会社

（関東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　学生時代から電気通信設備工事に関する知識を得
るため、第一種電気工事士・工事担任者 AI・DD 総
合種等の資格取得に取り組んでいた。施工管理業務
に携わってからは、第 2 種あと施工アンカー施工士
を取得している。さらに上位レイヤの技能資格にも
興味を持ち、NW 技術の CCNA、CCNP、CCDA、サー
バ技術 MCP、LPI を取得しており、電気通信におけ
る作業に関して多岐にわたり技術を有している。

◎酒井 明子 氏
会員名：サンワコムシスエンジニアリング株式会社

（関東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　通信設備における新設・商用工事に多く携わり、

常に安定・確実なる通信サービスの提供をモットー
に資格・訓練など積極的に取り組んできた。特に移
動体通信においては長年にわたる自己努力により、
職務の従事によって養った通信設備工事の知識技術
を有している。また、これまでに習得した技術を十
分に生かし、プロジェクトリーダーとして、会社よ
り「ベストプロジェクト賞」やお客様より「感謝状」

「サプライヤ賞」などの表彰を受けている。技術資
格は、工事担任者 DD1 種、MCP、CCNA、LPI 等。

◎右田 大輔 氏
会員名：大和電設工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地：京都府京都市
主な推薦理由：
　入社以来、飛躍的に進歩している情報通信の世界
において、新技術、新機種、新システムなどの工事
スキル、知識習得に努め、部門では課長として部内
の業務円滑化、部員の知識やスキルの向上を促す環
境つくりに努めている。技能資格は、第二種電気工
事士、工事担任者 AI・DD 総合種、情報通信エンジ
ニア資格者証等。
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ITCA事業施策状況一覧

地方本部 会員数 LAN認定 光コラボ オフィスリンク アライドテレシス

関 東 240 （-1） 43 （-） 12 （-） 90 （-） 4 （4）

信 越 11 （1） 4 （-） － 11 （1） －
東 海 75 （-） 9 （-） 3 （-） 16 （1） －
北 陸 19 （-1） 5 （-） 1 （1） 5 （-） 1 （1）

関 西 66 （-3） 16 （-） － 14 （4） －
中 国 57 （-1） 9 （-） － 6 （5） 2 （2）

四 国 53 （-） 3 （-） 1 （1） 10 （-） 1 （1）

九 州 31 （1） 4 （-） 2 （1） 2 （1） 1 （1）

東 北 31 （-） 3 （-） － 5 （5） 2 （2）

北 海 道 26 （-2） 6 （-） 1 （-） 3 （-） －
（小 計） 609 （-6） 102 （-） 20 （3） 162 （17） 11 （11）

本 部 17 （1） － － － －
（合 計） 626 （-5） 102 （-） 20 （3） 162 （17） 11 （11）

ＩＴＣＡ事業施策状況一覧

情報通信設備協会の「事業施策状況一覧 2017年9月30日現在」をお知らせいたします。

区 分 記 事

会員数 各地方本部は特別会員を含む
本部は賛助会員数

LAN認定 次頁に掲載

光コラボ（参入会員） ㈱ティーガイアと再卸契約締結会員（協会取次会員）

オフィスリンク
（パートナー会員） ㈱NTTドコモのオフィスリンクパートナー認定会員

アライドテレシス
（パートナー会員） アライドテレシス㈱のパートナー認定会員

北海道

（地方本部：都道府県）

東北
青森

秋田 岩手

山形 宮城

福島

関東
群馬 栃木

埼玉 茨城

東京 千葉

山梨 神奈川

信越
新潟
長野

東海
岐阜 愛知
三重 静岡

北陸
石川
富山
福井

関西
兵庫 京都

大阪 滋賀

和歌山 奈良

中国
島根 鳥取

広島 岡山

山口

四国
愛媛 香川
高知 徳島

九州
佐賀 福岡

長崎 大分

熊本 宮崎

沖縄 鹿児島

（ ）内はＨ28年度末からの増減数
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LAN認定会員のご紹介

LANの設計・ 施工に関する技術・ 知識と実践力を認定する「LAN認定」に10月31日現在で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9月1日~平成29年10月31日）

■通常会員

◎　会社名　　株式会社ムーバブルトレードネットワークス
　　　　　　　（平成29年9月29日入会）
　　所在地　　東京都千代田区　
　　代表者　　鈴木　正秋　　
　　TEL　　　03-3527-1288
　　事業内容　中古 PC・OA機器・通信機器等の売買、LAN配線工事の施工
　　URL　 　  http://www.m-trade.jp

委員会・理事会等模様

平成 29 年度第 2 回委員長会議模様
１．日時　　　平成 29 年 7 月 14 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 3 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
　　　　　　　陪席：長谷川関東副本部長、
　　　　　　　　　　松山関東副本部長
４．議題

（1）平成 29 年度及び中期展望（財務基盤の確立）につ
いて

　・東海、関西の財務改善取組み、本部要望等
（2）今後の検討課題　
　・理事長選出方法（組織運営規定）の見直しについて
　・情報通信設備政治連盟の今後の取扱い
　・本部会費見直しについて
　・今後のスケジュール
　・東北本部の収支改善検討について
　・九州横領事件後の未収金について

平成 29 年度第 3 回委員長会議模様
１．日時　　　平成 29 年 8 月 23 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 3 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、
　　　　　　　今井秀昭業務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題

（1）平成 29 年度及び中期展望（財務基盤の確立）につ

いて
　・東海収支シュミレーション
　・関西収支シュミレーション

（2）本部会費見直しについて
（3）理事長選出方法（組織運営規定）の見直しについて
（4）九州地方本部の未収金及び未払金について
（5）今後のスケジュール

平成 29 年度合同委員会議模様
（業務委員会・教育委員会・広報委員会）
１．日時　　　平成 29 年 9 月 13 日（水）
　　　　　　　14 時 30 分～ 15 時 30 分
２．場所　　　Web 会議（本部＋ 16 対地接続）
３．出席者　
　（業務委員会）今井秀昭業務委員長、吉本幸男委員、

吉川正明委員、麓譲委員、
阿部准定委員、東條英紀委員、

　（教育委員会）藤田義明教育委員長、塚本豊委員、
河内康志委員、西部伸治委員、
高木健委員

　（広報委員会）栩谷晴雄広報委員長、
松山仁広報副委員長、
山田恭郎委員、岸村智志委員
渡邊秀治委員、山内明専務理事

４．議題
（1）平成 29 年度セミナーの開催検討について
（2）開催期日等
　平成 29 年 11 月 29 日（水）13：00 ～ 17：00
　メルパルク東京　4F　孔雀の間

（3）講演テーマ（案）、講師（案）（2 部構成を想定）
　・IoT に関する最近の様々な技術・情報　等

（4）予算　50 万（講師謝礼、会場借料等）
（5）その他
　・全国会員を対象
　・役割分担
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■FRONT VOICE
　ヤマハの情報通信への取り組み～～ IoT社会への備え～～　
　ヤマハ株式会社　執行役員　楽器・音響事業本部　音響事業統括部長　大澤 博史
■地方本部だより
　名古屋城本丸御殿復元への期待　
　一般社団法人情報通信設備協会　東海地方本部　濱田 雅春
■特集
　総務省が「平成29年版 情報通信白書」を公表しました
　～特集テーマ　データ主導経済と社会変革～
■業界特集
　テレビ会議・Web会議で注目の「ハドルルーム」
　小規模向けは画角と音質で勝負
■新製品・新サービス
　【業界初】ダイヘンが劣化確認機能を備えたLAN用SPDの販売
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関東地方本部 〒104-0042
 

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

信越地方本部 〒950-0031
 

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

 

全国地方本部

東海地方本部 〒460-0011
 

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

北陸地方本部 〒920-8515
 

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

関西地方本部 〒550-0002
 

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

中国地方本部 〒734-0007
 

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

四国地方本部 〒791-8013
 

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

九州地方本部 〒811-1302
 

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

東北地方本部 〒980-0821
 

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

北海道地方本部 〒064-0920
 

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

昨今、「働き方改革」に関連した記
事を多く見かけますので、各企業がど
のように取り組んでいるのか関心があ
ります。そこで、関東地方本部 東京支
部主催の「サイボウズ・オフィス見学
会」に参加させて頂きました。サイボウ
ズ㈱様は、「多様な働き方へのチャレン
ジ」を実践されて社外からも高い評価
を受けています。独自の「選択型人事
制度・在宅勤務制度・副業許可・子連
れ出勤制度」等も参考になりますが、オ
フィス環境も生産性向上のポイントにな
ると思います。本誌「地方本部イベント
報告」にも掲載しておりますが、関東地
方ホームページの「イベント報告
No.10」にも見学会模様を掲載しており
ますので是非ご覧ください。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　栩谷　晴雄

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

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