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はじめに

はじめに
近年、情報通信技術の進展は目覚ましく、５Ｇ（第５世代移動通信システム）
のサービス提供エリアの拡大が続いています。
また、２０１９年から広がった新型コロナウイルス感染症により、在宅時間
が増加したことから、インターネットショッピング、動画配信などが伸張し、
２０２０年におけるインターネットトラヒックは対前年比５割以上の増加となり
ました。
そのような中、従来の有線方式・無線方式の区別も、５Ｇ、６Ｇの技術開発の
中では、単に媒体が異なる伝送方式として一体的に考える必要があります。
そして、有線方式・無線方式を区別することなく、それらを組み合わせて要求
を満足する伝送システムの構築・運用・維持管理が、これからの電気通信技術者
の役割になってきています。
一方、電気通信技術者を取り巻く各種制度などの変化については、工事担任者
に関するものとして、建設業法施行規則の一部改正により、電気通信工事業にお
ける主任技術者の要件を満たす者に工事担任者が追加されました。
また、建設業法に基づく電気通信工事施工管理技術検定に合格した者（二級の
第一次検定に必要な試験にのみ合格した者を除く）は、工事担任者全資格の試験
科目のうち「電気通信技術の基礎」の科目が免除されることになりました。
さらに、工事担任者試験種別のうち、第二級アナログ通信及び第二級デジタル
通信の試験は、２０２１年９月からＣＢＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ

Ｂａｓｅｄ

Ｔｅｓｔｉｎｇ）方式による試験に変更されました（ただし、身体に障害がある
などの事情によりＣＢＴ方式による試験を受けられない方は、定期試験の試験
日、試験地において筆記試験方式による試験を受けることができます）。
加えて、サイバーセキュリティ分野では、各国が行政機関を中心にサイバー
攻撃などの脅威に対する注意喚起・調査・対策を行ってきており、個人情報の取
扱いでは、２０２２年４月に改正個人情報保護法が施行され、個人の権利や利益
をより強固に保護することや、人工知能（ＡＩ）・ビッグデータ時代に即した
規則の定義が盛り込まれました。
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はじめに

情報通信を取り巻く環境の変化の中で、情報通信分野に関係する技術者は、自
らもそしてそれを利用する者も、常に知識・技術等の向上を図り、さらに新しい
ネットワーク時代の技術ニーズに応えられるよう努力することが求められます。
そのため、昨今の情報通信ネットワークの変化及び情報通信関連資格の努力義
務に対応すべく、２０２１年より情報通信エンジニアの申請対象資格を工事担任
者全資格、電気通信主任技術者資格及び無線従事者へ拡大しました。
情報通信分野に関係する技術者の皆様が本ガイドラインを活用して努力義務を
果たし、今後の情報通信の発展に寄与されることを期待するとともに、本ガイド
ラインと合わせて認定資格「情報通信エンジニア」を是非活用し、電気通信サー
ビスの提供及び工事・維持・運用・設備管理の品質向上に役立てていただければ
幸甚です。
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ガイドラインの改定にあたって

ガイドラインの改定にあたって
日本が目指す未来社会「Ｓｏｃｉｅｔｙ

５．０」は、仮想空間（サイバー空

間）と現実空間（フィジカル空間）を高度に融合させたシステムによって、経済
発展と社会課題の解決を両立する、人間中心の社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ）とされ、
２０３０年代の社会像として期待されています。
情報社会と定義 づけられた「Ｓｏｃｉｅｔｙ
「Ｓｏｃｉｅｔｙ

４．０」に続く、新た な

５．０」では、ＩＣＴを活用して多種多様なビッグデータを

スーパーコンピュータ上の仮想空間に集積します。この仮想空間内で、社会の
様々な要素について、人工知能（ＡＩ）も活用し、大量のデータ処理やシミュ
レーションなどによる高度な解析、予測・判断を行い、その結果を現実空間に
反映します。
この仮想空間と現実空間との循環によって、私たちの社会を、より良い「人間
中心の社会」に変革していくことを目指します。その実現に向けては、ＡＩ・
ＩｏＴの普及展開、５Ｇのサービス拡大及び次世代の６Ｇのサービス開始等によ
り、情報通信ネットワークがさらなる進化を遂げることが必要です。
また、昨今のネットワークを介したセキュリティ脅威の増大に対し、今年３月
に内閣サイバーセキュリティセンター（ＮＩＳＣ）より、「現下の情勢を踏まえ
た サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 強 化 に つ い て」等の注意喚起が発出され
ましたが、その後も、ランサムウェアによるサイバー攻撃被害が国内外の様々な
企業・団体等で続いています。
さらに、エモテットと呼ばれるマルウェアへの感染を狙う攻撃メールも頻発し
ており、攻撃者が第三者になりすまし、知人のメールアドレスをそのまま使うな
どにより、疑義のないメールであると信じ込ませたり、本文が業務上開封してし
まいそうな正規のメール返信を装うなど巧妙化が進み、国内の企業・団体等へ感
染の被害が広がっています。
加えて、ブロードバンドルータ、無線ＬＡＮルータ、監視カメラ用機器類、
コピー機をはじめとするネットワークに接続された機器・装置類がマルウェアに
感染したことに起因する攻撃通信が増加傾向にあるため、経済産業省は、関係省
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庁等と共同して、「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス検討
会」の開催を決定しました。
これらの最新の情報と技術の動向を「分野別要件整理表」に盛り込み、「情報
通信エンジニア研修テキスト」にて解説しています。
「情報通信エンジニア資格」の取得や更新に際し、最新技術動向を容易に修得
でき、より広く、かつ多くの人が当該資格の取得・更新に役立てていただけるよ
うに本ガイドラインを改定しました。

情報通信エンジニアスキルアップガイドライン委員会

iv

情報通信エンジニアスキルアップガイドライン
（２０２２年度版）
１．目的と背景

１．目的と背景

１．１ 目的
本ガイドラインは、電気通信に関わる技術者である工事担任者、電気通信主任
技術者及び無線従事者が、単に国家試験範囲の知識のアップデートにとどまら
ず、情報通信分野の工事・維持・運用・設備管理の監督にあたって関連する分野
の知識・技術・能力の修得までを対象とし、ワンストップ＊ で応えることができ
る技術者として日々のスキルアップを目指し育成することを目的とします。
本ガイドラインが、情報通信分野に関係する日々研鑽に努める技術者自身の
スキルアップに活用されることを期待します。
*「ワンストップで応える」とは
工事に際してお客様のご要望を理解し、必要により問題点の指摘、改善提案など
ができる知識・技術を保有し、かつ適切な対応・処置が自己完結的にできること。

１．２ 理想とする情報通信分野に関係する技術者
社会経済活動において、インターネットを日常的に活用する時代へと変化する
中で情報通信サービスが急激に変化しています。
情報通信技術も、ソフトウェア化や仮想化の進展によって、情報通信ネットワ
ークのより柔軟な構築・運用が実現され、利用者側の端末やサービスの一層の多
機能化・多様化が進展していくことが期待されています。また、有線・無線を融
合した情報通信ネットワーク環境の変革及びこれを取り巻く電気通信関連技術
（５Ｇ、

ＩｏＴ、サイバーセキュリティ、クラウド、ＡＩ、ＤＸ等）が大きく

変化・進展しています。
図１．１に示すように、情報通信分野においては各国家資格に特化した知識・
技術だけではなく、関連した周辺の知識・技術・能力の修得も必要となってきて
おり、情報通信分野に関係する技術者にとっては重なりが益々大きく、重要にな
ってきます。
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情報通信エンジニア

情報通信エンジニア
工事担任者

工事担任者

無線従事者

無線従事者

電気通信主任技術者

電気通信主任技術者

図１．１ 情報通信エンジニアと情報通信分野の技術者に係る知識・技術の重なり

このことから、図１．２に示すように、情報通信分野に関係する技術者には、
職務遂行に必要な知識・技術はもちろんのこと、新たな情報通信の知識・技術、
お客様の要望及び時代の変化に対応した関連分野の知識・技術を修得することが
望ましいと考えられます。
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１．３ 背景・歴史
（１）発足期
２００５年８月の工事担任者規則改正において第３８条第２項に「資格者証の
交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように
努めなければならない」と「努力義務」が規定されました。
この「努力義務」に対し、どのような知識及び技術等を修得すべきか提示する
ための具体的指針としてガイドラインの作成を目的とした有識者、各企業及び関
係団体等からの選出メンバーで構成される工事担任者スキルアップガイドライン
委員会が発足しました。
委員会では、理想とする情報通信分野に関係する技術者に必要とされるスキル
全体をスコープとし、知識面のみならず実際の業務側面にも焦点を当て、工事・
作業等を行うにあたって修得すべき実技面についても努力すべき範囲と考えると
ともに、工事担任者がワンストップでお客様のご要望に対応できる技術者を目指
すための修得すべき具体的な知識・技術等を本ガイドラインにおいて明示してき
ました。
一方、最新の知識・技術・能力を持った「この人」に任せたい、という要望に
応えるために、自己の向上に努める意欲を常に持ち続けることが大切です。
当委員会では、自己の向上に努める意欲を持ち続けていただくために、努力義
務を果たしている者に対して、認定資格「情報通信エンジニア」を付与し、最新
の知識・技術を修得したことを証明することで、努力義務を果たしていない工事
担任者と明確に区分することとしました。

－ 3 －
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（２）発展期
当委員会では、「努力義務」への対応機関としての自負と責任を持ち、ＩＣＴ
の進展を背景としてガイドラインを毎年見直してきており、掲載内容もネットワ
ーク、端末設備及びサイバーセキュリティ等の最新技術、個人情報保護などを網
羅し、工事担任者のみならず情報通信分野に関係する技術者の知識・技術・能力
修得にも十分活用できるものとの高い評価を得られるまでに発展してきました。

（３）人材育成範囲の拡大期
２００９年になされた電気通信主任技術者規則改正により、同規則第４０条第
２項に電気通信主任技術者向けの「努力義務」規定が追加されました。

２０２０年になされた無線従事者規則改正により、同規則第４７条第２項に
無線従事者向けの「努力義務」規定が追加されました。

このように、各国家資格者には、新しい知識、技術、能力の向上を図ることが
求められており、有線・無線など一体とした情報通信の人材確保の重要性が増し
ていることから、２０２０年から工事担任者スキルアップガイドラインの名称を
情報通信エンジニアスキルアップガイドラインと改め、委員会名称も情報通信エ
ンジニアスキルアップガイドライン委員会とし、より多くの情報通信に関する技
術者の育成を支援することとしました。
情報通信分野に関係する技術者は、自らが常に時代の変化に対応した関連分野
の新しい知識・技術等の修得、向上を図り、さらに新しいネットワーク時代の技
術ニーズに応えられるよう努力することが求められています。
これらの技術者ニーズに応えられるよう、情報通信分野の基礎から最先端まで
を担っている有識者、各企業及び関係団体等からの選出メンバーで構成される委
員会に、拡大した分野の専門家や関係省庁のご支援を頂戴し、かつ、情報通信分
野に関係する方々の、ご意見・要望を拝聴し、情報通信分野の人材育成に寄与し
ていきたいと考えます。
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２．情報通信エンジニア

２．１ 情報通信エンジニアとは
情報通信分野に関係する国家資格を取得し、時代の変化に対応した関連分野の
知識・技術・能力を修得し、各国家資格の規則に規定された努力義務を果たして
いる技術者を対象にガイドライン委員会の認定により交付する資格です。
理想とする情報通信分野に関係する技術者を想定すると、ＩＣＴを利用する企
業や電気通信事業者、情報通信事業者、ＳＩ事業者などのＩＣＴ提供企業を支え
る技術者の視点・対応力を重視したビジネスユースと、一般家庭の利用者のＩＣ
Ｔに関する質問、要望に即座に応えることのできる技術者の視点・対応力を重視
したホームユースに二分されると考えます。
（１）ビジネスユース
・ 常に最新技術、サイバーセキュリティ対策、法令等の新しい知識・技術・
能力の修得に努めている。
・ ユーザの状況に応じたＩＣＴのニーズの把握及び適切なアドバイスの実施な
ど、お客様からのニーズにワンストップで対応できる。
・ 大規模工事において、工事の一連の流れ（企画、設計、施工管理、原価管理
等）について自ら実践できる能力を持ち、かつ現場関係者を指導し、工事を
円滑に実施若しくは監督できる。
・ 企業のシステムの保守、運用について、自ら実践できる能力を持ち、関係者
を指導、監督することができる。
（２）ホームユース
・ 常に有線、無線、サイバーセキュリティ対策、法令等の新しい知識・技術・
能力の修得に努めている。
・ 情報通信分野を始め、工事に関わる周辺分野の知識・技術を持ち合わせるこ
とで、お客様からのニーズにワンストップで対応できる。
・ インターネットに接続される機器の取扱方法等について適切なアドバイスが
できる。
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・ 高度な知識・技術・能力修得を深めビジネスユースにおける技術者を目指
す。

２．２ 情報通信分野に関係する技術者が持つべき国家資格

理想とする技術者の人物像を「利用者のＩＣＴ要望に対しワンストップで応え
ることができる知識・技術・能力を有した技術者」と設定し、対象とする資格の
基本的な考え方は、以下のとおりです。

（１）工事担任者資格
インターネットを活用する時代では、パソコンやスマートフォンをＷｉ－Ｆｉ
に接続して使用する環境が整い、ＩｏＴにおいては「もの」とネットワークの
接続には無線が使われ、端末機器の接続に無線はかかすことのできないものとな
っています。また、ローカル５Ｇの基地局を扱う無線従事者については第三級陸
上特殊無線技士（ただし、空中線電力１００Ｗを超える場合、第一級陸上特殊無
線技士）の資格者を適用すると総務省のローカル５Ｇガイドラインに規定されて
います。
インターネットを活用する時代においては、最新のブロードバンド・ＩＰネッ
トワークやサイバーセキュリティ等の知識・技術・能力だけでなく、無線の最新
の知識・技術・能力を修得することで、ローカル５Ｇ、ＩｏＴなどのＩＣＴを活
用したソリューションを構築できる技術者を目指すことを期待します。
そのために、本ガイドラインを活用し、情報通信技術の新しい知識・技術・
能力を修得していただきたいと思います。
従来、ナローバンドアクセス系端末設備技術に対応した「アナログ通信（ＡＩ
種）」及び２００５年以前の旧資格「アナログ種、デジタル種、アナログ・デジ
タル総合種」は、認定資格の対象ではありませんでしたが、インターネット、
サイバーセキュリティ対策等の知識を修得するために、本ガイドラインを活用
し、「デジタル通信」の分野の技術者を目指すことを期待します。
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（２）電気通信主任技術者資格
電気通信主任技術者試験受験者の約 7 割が電気通信事業者以外の業種の方々で
す。
最新のブロードバンド・ＩＰネットワークやサイバーセキュリティ、無線の
知識・技術を修得することで、電気通信主任技術者資格を取得するために学んだ
電気通信の高度な知識・技術・能力を日々の業務に活用していただき、また、
端末設備、自営電気通信設備の知識、技術を修得するために、本ガイドラインを
活用し、工事担任者「第一級デジタル通信」資格取得を目指していただきたいと
思います。

（３）無線従事者資格
無線設備の前段にはルータ等のネットワーク機器、サーバ等のコンピュータが
接続されることがあり、無線設備、ネットワーク、コンピュータをシステムとし
て一体として運用することが求められることがあります。
無線の最新知識・技術だけでなく、ネットワーク、サイバーセキュリティの
知識・技術のスキルアップを図ることにより、無線設備を含むシステム全体の
運用、管理者として業務遂行ができるようになっていただきたいと思います。
また、インターネット、サイバーセキュリティ対策等の知識を修得するため
に、本ガイドラインを活用し、工事担任者「第一級デジタル通信」資格取得を
目指していただきたいと思います。

２．３ 国家資格との関連づけ

（１）工事担任者資格
「総合通信（ＡＩ・ＤＤ総合種）」、「第一級アナログ通信（ＡＩ第一種）
」、「第一級デジタル通信（ＤＤ第一種）」は大・中規模のビジネスユース、
「旧資格（ＡＩ第二種、ＤＤ第二種）」は中・小規模のビジネスユース、「第二
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級アナログ通信（ＡＩ第三種）」、「第二級デジタル通信（ＤＤ第三種）」は
ホームユース・ＳＯＨＯ程度をそれぞれ想定したものと捉えていました。
しかし、光サービスの高速化、インターネットを活用したクラウド利用等によ
り、「第二級デジタル通信（ＤＤ第三種）」資格の工事を対象とするサービスに
おいてもビジネスユースとして利用されることから、全資格ともビジネスユース
として捉えます。

（２）電気通信主任技術者資格
電気通信主任技術者資格は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し
総務省令で定める事項を監督させるものを選任するための資格であるためビジネ
スユースと捉えています。

（３）無線従事者資格
家庭用の無線を使う端末機器の大半は、その操作をする際に無線従事者の資格
を要さないため、無線従事者はビジネスユースと捉えています。

２．４ 各国家資格の努力義務
各国家資格を規定する規則において、以下のように努力義務を定めています。

（１）工事担任者規則（２００５年の省令改正により努力義務規定を追加）
第３８条第２項「資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する
知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。」

（２）電気通信主任技術者規則（２００９年の省令改正により努力義務規定を追加）
第４０条第２項「資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、
維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければな
らない。」
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（３）無線従事者規則（２０２０年の省令改正により努力義務規定を追加）
第４７条第２項「免許証の交付を受けた者は、無線設備の操作に関する知識及
び技術の向上を図るように努めなければならない。」
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３．１ 修得すべき分野の内容
ガイドライン策定にあたっては、修得すべき要件を洗い出し、表３．１に修得
すべき分野として５つの分野に整理し、それぞれの考え方をまとめ、基本的に
修得が必要なものに絞り込んで別冊の「分野別要件整理表」をまとめました。
修得すべき分野については、新しいサービス、技術に合わせて順次追加してい
くこととします。

表３．１
分

野

Ａ:情報通信

Ｂ:コンピュータ

Ｃ:電力･電気

Ｄ:セキュリティ

Ｅ:設計・施工管理

修得すべき分野

基本的考え方
資格の専門分野として最新の動向・概要をはじめ工事に関わる新技
術について修得する
ビジネスユースにおいては最新機器・システムの知識・技術等の保
有が望ましく、また、ホームユースについては工事等を実施するた
めの幅広い端末・ソフトの知識を保有することが望ましいが、必要
最低限の操作及び設定知識等について修得する
工事実施にあたって適切なアドバイスができる最低限の知識を保有
し、家庭内配線においては簡易なものの同時工事が望ましいが、修
得要件を設定しない
ユーザが構築或いは利用するシステム・ネットワークの信頼性の向
上、セキュリティ確保、効率性の向上、リスク回避等のアドバイス
ができることが望ましいが、特に重要とされるサイバーセキュリテ
ィに関わる知識・技術について修得する
ビジネスユースにおいては大規模システム等の工事において、一連
の流れについて自ら実践できる能力を持ち、かつ現場関係者を指導
しながら工事を円滑に完遂させることができること、ホームユース
についてはお客様の要望にワンストップで対応できることが望まし
いが、特に重要となる安全関係知識について修得する

３．２ 修得すべき知識・技術の内容
３．１項に基づき、修得すべき知識及び技術について、表３．１で示した分野
ごとに細目まで分類・整理しまとめた分野別要件一覧を表３．２に示します。
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さらに表３．２の細目ごとに項目化し、項目ごとに要件（キーポイント）とし
てまとめたものが、別冊の「分野別要件整理表」です。
内容については、（一財）日本データ通信協会のホームページにも記載してお
ります。（https://www.dekyo.or.jp/index.html）

表３．２
分

野

Ａ:情報通信

Ｂ:コンピュータ

Ｄ：セキュリティ

Ｅ：設計・施工管理

「分野別要件整理表」細目一覧
細

目

ネットワークの技術
（ＩＰネットワーク／ブロードバンドネットワーク／無線の基
本及び最新動向）
端末設備の技術
（ＩＰネットワーク／ＬＡＮ／ＰＬＣ／
電波妨害・雷サージ対策／最新技術の動向）
接続工事の技術
（ブロードバンド／ＬＡＮ／
ＩＰボタン電話装置・ＩＰ電話用構内交換設備など／
ホームネットワーク）
ハードウェア
ＯＳ
ＡＰ
仮想化技術
サイバーセキュリティ関連定義・法規
サイバーセキュリティの技術
安全管理
品質管理
工事管理
保守運用
法令等
詳細は別冊「分野別要件整理表」参照

３．３ 分野別要件整理表の改定
今回の「分野別要件整理表」の改定にあたり、新たに追加・変更した要件を
表３．３に示します。
また、変更内容と理由については、表３．４に示します。
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表３．３
細
分野

目
項
Ａ:情報通信

「分野別要件整理表」新規追加要件一覧（１/３）
目

IP ネットワークの技術
2. LAN のプロトコル

➢ 802.11 無線 LAN プロトコル
・TUA（Triggered Uplink Access）

3. ネットワークレイヤ関連
のプロトコル

➢ IP マルチキャスト
・MLD

6. アプリケーションプロトコ
ル
QoS 通信の技術
2. 無線 LAN の QoS 技術
ネットワーク
の技術
(IP ネットワ
ーク)

詳細項目、キーポイント等

ネットワークサービス技術
4．ＩＰネットワーク
IP ネットワーク関連技術の
最新動向
1. クラウドコンピューティン
グの技術動向

4. 第 5 世代移動通信ネッ
トワーク技術

➢ ウェブアクセス
・HTTP/1、HTTP/2、HTTP/3
・QUIC
・HTML、HTML5
➢ IEEE802.11e
・EDCA（分散型）
・HCCA（集中型）
➢ ＩＰネットワークの基本的技術
・マイグレーション
・ADSL/ISDN のサービス終了
➢ 階層型クラウドアーキテクチャ
・エッジコンピューティングのキーワードである MEC

➢ 要求条件に対応するための技術
・モバイルエッジコンピューティングをマルチアクセスエ
ッジコンピューティングに変更
➢ 実用事例
・遠隔監視型自動運転、VR・ロボティクス技術による新
たなワークスタイル及び養殖漁場環境分析
➢ ローカル 5G
・TDD 同期運用、準同期 TDD 運用、TDD 非同期運用

ネットワーク
の技術
（ブロードバ
ンドネットワ
ーク）

ネットワーク
の技術
（無線の基
本及び最新
動向）

CATV 通信の技術

➢ ＨＦＣ網の構成
・ヘッドエンド、CMTS、ノードアンプ、同軸アンプ、タッ
プオフ、ケーブルモデム
➢ FTTH 網の構成
・OLT、V-ONU/D-ONU
➢ CATV の高度化
・ローカル 5G による宅内引込の無線化検討

無線の基本及び最新動向

➢ 新たな細目「ネットワークの技術(無線の基本及び最新
動向) 」及び項目「無線の基本及び最新動向」を新設
・電波の周波数と免許
・アンテナ
・電波伝搬
・無線通信方式
・トラブルシューティング
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表３．３
細
分野

「分野別要件整理表」新規追加要件一覧（２/３）

目
項
Ａ:情報通信

目

ホームネットワークの最新
動向
端末設備の
技術
(LAN)

接続工事の
技術
（ブロードバ
ンド）

分野

無線ＬＡＮの技術

ブロードバンド回線の工事
と工事試験

最新動向

詳細項目、キーポイント等
➢ 映像コンテンツの伝送技術
・DTCP2
➢ 100Mbps 超高速無線ＬＡＮ端末機器
・802.11ax 新規採用技術（OFDMA、アップリンクマルチ
ユーザ（UL MU）及び TUA）
➢ 近距離無線通信 PAN(IEEE802.15)
・Bluetooth 5.0
➢ 光ファイバケーブル
・空間分割多重（SDM）光ファイバ
➢ 光ファイバケーブルの接続技術
・フェールセーフファイバカッタ
➢ 新たな項目「最新動向」を新設
・光ファイバセンシングの概要
・光ファイバセンシングのメリット
・光ファイバセンシングの応用例

Ｂ:コンピュータ

AP

5. Web 会議

分野
Ｄ:セキュリティ
サイバーセ
キュリティ関
2.関連法規
連定義・法
規
ネットワークセキュリティ技
術
1. セキュアプロトコル
サイバーセ
キュリティの
技術

➢ 新たな項目「5. Web 会議」を新設
・Web 会議の特徴
・Web 会議の種類

➢ 新たな詳細項目「ローカル 5G のセキュリティに関わる
基準の概要」を新設
➢ トランスポートレイヤセキュリティ
・TLS バージョン 1.3

2. セキュリティ脅威

➢ 情報漏洩
・ドッペルゲンガードメイン
・PPAP

10. 最新動向

➢ 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
・情報セキュリティ 10 大脅威 2022

サイバーセキュリティの社
会応用

➢ フィンテック及びブロックチェーン
・分散台帳
・合意形成
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表３．３
細
分野

「分野別要件整理表」新規追加要件一覧（３/３）

目
項
目
E 設計・施工管理

品質管理

品質の管理

工事管理

工程管理

電気通信事業法関係

建設業法関係

法令等

個人情報保護法関係

詳細項目、キーポイント等
➢ 作業品質
・生産性に関係する付加価値
・労働分配率
➢ 工程表
・横線式工程表（バーチャート）
・グラフ式工程表
・ネットワーク式工程表（PERT 図、CPM）
➢ 電気通信事業法施行規則の改正
・消費者保護ルールの見直し
➢ 建設業法施行規則の一部改正
・電気通信工事業における主任技術者の要件を満たす
者への工事担任者の追加
➢ 改正個人情報保護法
(1) 個人情報保護委員会報告及び本人通知の義務化
(2) 外国にある第三者への提供
(3) 保有個人データの開示方法
(4) 個人データの利用の停止・消去等の請求
(5) 公表等事項の充実
(6) 不適正利用の禁止
(7) 個人関連情報
(8) 仮名加工情報
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表３．４
細
分野

「分野別要件整理表」の変更内容及び理由（１/４）

目
項
Ａ:情報通信

ネットワーク
の技術
（IP ネットワ
ーク）

目

変更内容

変更理由

IP ネットワークの技術
2. LAN のプロトコル

・802.11 無線 LAN プロトコルのキーポイン
トとして、TUA（Triggered Uplink Access）を
追加

3. ネットワークレイヤ関
連のプロトコル

・IP マルチキャストのキーポイントとして、
MLD を追加

記述内容を
理解しやすく
するため
IPv6 におけ
る IGMP にあ
たるプロトコ
ルであるため

6. アプリケーションプロト
コル

・ウェブアクセスに関するキーポイントとし
て、HTTP/1、HTTP/2、HTTP/3、QUIC、
HTML 及び HTML5 を追加

QoS 通信の技術
2. 無線 LAN の QoS 技
術

・IEEE802.11e のキーポイントとして、EDCA
（分散型）及び HCCA（集中型）を追加

ネットワークサービス技
術
4. ＩＰネットワーク

・ＩＰネットワークの基本的技術条件のキー
ポイントとして、マイグレーション及び
ADSL/ISDN のサービス終了を追加

IP ネットワーク関連技術
の最新動向
1. クラウドコンピューティ
ングの技術動向

・階層型クラウドアーキテクチャのキーポイ
ントとして、エッジコンピューティングのキー
ワードである MEC を追加
・要求条件に対応するための技術のキーポ
イントについて、モバイルエッジコンピュー
ティングをマルチアクセスエッジコンピュー
ティングに変更

4. 第 5 世代移動通信ネ
ットワーク技術

・実用事例のキーポイントとして、遠隔監視
型自動運転、VR・ロボティクス技術による新
たなワークスタイル及び養殖漁場環境分析
を追加
・ローカル 5G のキーポイントとして、TDD
同期運用、準同期 TDD 運用及び TDD 非
同期運用を追加
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分野に限らず
固定網も含め
て適用される
技術に発展
しているた
め。
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表３．４
細
分野

目
項
Ａ:情報通信

「分野別要件整理表」の変更内容及び理由（２/４）
目

ネットワーク
の技術
（ブロードバ
ンドネットワ
ーク）

CATV 通信の技術

ネットワーク
の技術
（無線の基
本及び最新
動向）

無線の基本及び最新動
向

ホームネットワークの最
新動向
端末設備の
技術
（LAN）

接続工事の
技術
（ブロードバ
ンド）

無線ＬＡＮの技術

ブロードバンド回線の工
事と工事試験

最新動向

変更内容
・ＣＡＴＶ伝送路のキーポイントについて、
ＨＦＣ網の構成として、ヘッドエンド、CMTS、
ノードアンプ、同軸アンプ、タップオフ及び
ケーブルモデムを追加
・FTTH 網の構成として、OLT 及び
V-ONU/D-ONU を追加
・CATV の高度化のキーポイントとして、ロー
カル 5G による宅内引込の無線化の検討を
追加
・新たな細目「ネットワークの技術(無線の基
本及び最新動向) 」及び項目「無線の基本
及び最新動向」を立て、詳細項目「（1）電波
の周波数と免許」、「(2)アンテナ」、「(3)電波
伝搬」、「(4)無線通信方式」、「(5)トラブルシ
ューティング」及びキーポイントを追加。

変更理由

記述内容を
理解しやすく
するため

最新動向を
盛り込むため

記述内容を
理解しやすく
するため

・映像コンテンツの伝送技術のキーポイントと
して、DTCP2 を追加

4K/8K で利
用されるプロ
トコルのため

・100Mbps 超高速無線ＬＡＮ端末機器のキ
ーポイントとして、11ax 新規採用技術
（OFDMA、アップリンクマルチユーザ
（UL MU）及び TUA）を追加
・近距離無線通信 PAN(IEEE802.15)のキー
ポイントとして、Bluetooth 5.0 を追加
・光ファイバケーブルのキーポイントとして、
空間分割多重（SDM）光ファイバを追加
・光ファイバケーブルの接続技術のキーポイ
ントとして、フェールセーフファイバカッタを
追加
・新たな項目「最新動向」を立て、詳細項目
「（1）光ファイバセンシングの概要」、「(2)光フ
ァイバセンシングのメリット」、「(3)光ファイバ
センシングの応用例」及びキーポイントを追
加

最新動向を
盛り込むため
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表３．４
細
分野

目
項
目
Ｂ:コンピュータ関連

ＡＰ

分野

「分野別要件整理表」の変更内容及び理由（３/４）

5. Web 会議

Ｄ:セキュリティ
ネットワークセキュリテ
ィ技術
1. セキュアプロトコル

変更内容

変更理由

・新たな項目「5. Web 会議」を立て、詳細
項目「（1）Web 会議の特徴」、「(2) Web 会
議の種類」及びキーポイントを追加

コロナ禍におい
て、テレワークに
よる自宅などで
の PC 利用が増
加し、リモートツ
ールを用いた会
議形式が一般化
しつつあるため

・トランスポートレイヤセキュリティのキーポ
イントとして、TLS バージョン 1.3 を追加

最新動向を盛り
込むため

2. セキュリティ脅威

・情報漏洩のキーポイントとして、ドッペル
ゲンガードメイン及び PPAP を追加

10. 最新動向

・独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
に関するキーポイントとして、情報セキュリ
ティ 10 大脅威 2022 を追加

サイバーセキュリティ
の社会応用

・フィンテック及びブロックチェーンのキー
ポイントとして、分散台帳及び合意形成を
追加

サイバーセ
キュリティの
技術

－ 17 －

セキュリティ上の
観点での懸念や
情報漏洩の危険
性に対する認識
が最近広まりつ
つあるため
社会的に影響が
大きかったと考
えられる情報セ
キュリティにおけ
る最新の事案に
関する様々な脅
威と対策が網羅
的に把握できる
ため
最新動向を盛り
込むため
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表３．４
細
分野

「分野別要件整理表」の変更内容及び理由（４/４）

目
項
目
Ｅ:設計・施工管理

品質管理

工事管理

品質の管理

工程管理

電気通信事業法関係

建設業法関係
法令等

個人情報保護法関係

変更内容
・作業品質のキーポイントとして、生産性に
関係する付加価値と労働分配率を追加
・品質管理の基本・考え方・手法などのキ
ーポイントとして、原価管理(工事粗利益、
損益分岐点)を追加
・工程表のキーポイントとして、横線式工程
表（バーチャート）、グラフ式工程表及びネ
ットワーク式工程表（PERT 図、CPM）を追
加
・電気通信事業法施行規則の改正に関す
るキーポイントとして、消費者保護ルール
の見直しを追加
・建設業法施行規則の一部改正に関する
キーポイントとして、電気通信工事業にお
ける主任技術者の要件を満たす者への工
事担任者の追加（「工事担任者資格者証
の交付を受けた者（第一級アナログ通信及
び第一級デジタル通信の両方の資格者証
の交付を受けた者又は総合通信の資格者
証の交付を受けた者に限る）であって、そ
の資格者証の交付を受けた後、電気通信
工事に関し３年以上実務の経験を有する
者」）を記載（規則第７条の３第２号の改正）
・改正個人情報保護法に関するキーポイン
トとして、個人情報保護委員会報告及び本
人通知の義務化、外国にある第三者への
提供、保有個人データの開示方法、個人
データの利用の停止・消去等の請求、公
表等事項の充実、不適正利用の禁止の追
加を記載
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変更理由

記述内容を理解
しやすくするため

改正内容を盛り
込むため
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４．１ ガイドラインの改定
日々進展する情報通信分野及び関連分野の技術革新に対応し、タイムリーな
情報提供を行うよう以下のとおり改定することとします。

（１）改定周期・時期
技術革新・環境変化への対応のため、毎年（１０月）改定します。

（２）改定項目の選定
関係法令等の改正、技術動向等の調査、工事担任者、電気通信主任技術者及び
無線従事者をはじめとする情報通信分野に関係する技術者・企業等のガイドライ
ン利用者及び情報通信エンジニアからの意見収集等を行い、それらに基づき改定
項目を選定します。

（３）改定の決定
情報通信エンジニアスキルアップガイドライン委員会ワーキンググループ
（ＷＧ）において内容について検討し、委員会において審議、決定します。

４．２ ガイドラインの公表
本ガイドラインについては、改定に併せ「分野別要件整理表」とともに以下に
より公表し、活用・普及に取り組んでいくこととします。
なお、情報通信エンジニア資格の研修内容の詳細については、一部非公表とし
ます。

（１）公表方法
① (一財)日本データ通信協会において実施します。
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② 協会ホームページ（情報通信エンジニアのホームページ）への掲載等を行い
ます。（https://www.dekyo.or.jp/engineer/index.html）
③ 改定後速やかに最新版を掲載します。

（２）利用方法
本ガイドラインは、第三者による活用を推進するため以下の条件で、引用を
許可するものとします。
① 引用元と引用時期を明記すること
② 改変は行わないこと。追記等をする場合には、引用と区別できるようにする
こと
③ 故意に引用の内容を改変しないこと
④ 通常の利用にあたっての連絡は必要としない
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５．認定資格「情報通信エンジニア」の設定と運用

５．１ 認定資格設定の趣旨
２００５年より当委員会では認定資格「情報通信エンジニア」を設定すること
で、自己の向上に努める意欲を持ち続け、努力義務を果たしている工事担任者に
対し、最新の知識・技術の持ち主であることを証明し、努力義務を果たしていな
い工事担任者と明確に区分できる仕組みを確立しました。
一方、情報通信を取り巻く環境は、この１７年でセキュリティからＩｏＴ、そ
してローカル５ＧやＬＰＷＡといった新たなワイヤレス接続の時代を迎え、人工
知能（ＡＩ）の発展へと留まることを知らず、当委員会もそれに合わせた新しい
知識・技術・制度（法令）に拡大してきました。現在ではその内容が情報通信に
携わる技術者全体を網羅するものとなってきています。
これらのことから、資格対象者についても２００９年の電気通信主任技術者と
２０２０年の無線従事者への努力義務規定の追加及び２０２０年の工事担任者規
則の改正を機に、情報通信関連の国家資格を保有し情報通信に携わる技術者全体
に「情報通信エンジニア資格」を拡大しました。あわせて、より取得しやすいよ
う、環境を整備しました。
また、「情報通信エンジニア資格」の取得状況やその会社名等をホームページ
などで広く公表するとともに、資格取得に積極的に取り組んでいる企業･学校等
を表彰するなどインセンティブを高める施策についても継続していきます。

５．２ 認定資格の位置づけと範囲
本認定資格は、工事担任者等の国家資格を保有し情報通信に携わる技術者が努
力義務を果たしていることの証明として位置づけることから、スキルアップの方
向性に基づきガイドラインとして示した修得を目指す範囲のうち、情報通信エン
ジニアが必要最低限修得しなければならない範囲を毎年設定し、その修得が確認
できた者を認定します。
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なお、国家試験範囲と情報通信エンジニアが修得を目指す範囲との関係を
図５．１に示します。

情報通信エンジニアが修得を目指す範囲
関
連
分
野

情
報
通
信
分
野

ワンストップで
要望に応えるための
関連知識・技術

時代の変化に対応した
関連分野の知識・技術

業務遂行に必要な専門技術

新たな情報通信分野の
知識・技術

努力義務規定等に
基づくスキルアップ
の方向性

認定資格
情報通信エンジニア
の設定

スキルアップ

国家試験範囲
（情報通信技術者に必要な知識・技術）

合格者が修得した範囲
現

図５．１

ア
ッ
プ
デ
ー
ト

国家試験範囲の
新たな知識・技術

在

将

修得すべき
必要最低限の範囲

来

最低限修得しなければならない範囲と修得を目指す範囲との関係

５．３ 認定資格の種類
認定する資格は、以下の２種類を設定します。
① 情報通信エンジニア資格（ビジネス）
② 情報通信エンジニア資格（ホーム）

５．４ 認定対象者の条件
認定対象者は表５．１のいずれかを満たす者とします。
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表５．１

設定する資格と保有する国家資格の対応表

設定する資格

保有する国家資格（条件）
工事担任者：

情報通信エンジニア
（ビジネス）

総合通信、第一級デジタル通信、第二級デジタル通信、
第一級アナログ通信、第二級アナログ通信、
ＡＩ・ＤＤ総合種、ＤＤ第一種・第二種・第三種、
ＡＩ第一種・第二種・第三種、
アナログ・デジタル総合種、
デジタル第一種・第二種・第三種、
アナログ第一種・第二種・第三種

電気通信主任技術者
無線従事者
情報通信エンジニア
（ホーム）

５．５ 資格の認定方法と資格者証の交付
情報通信エンジニア資格の認定方法は、表５．１に示す工事担任者等の国家資
格保有者自身からの申請による書類審査を実施し、後述する「情報通信エンジニ
ア認定研修」を受講し、修得を必要とする最低限の知識・技術が確認できた者に
ついて、(一財)日本データ通信協会より情報通信エンジニア資格者証の交付を行
います。
情報通信エンジニア資格者証の有効期間は、交付日を起点として 1 年間で、
有効期間内に後述する「更新研修」を受講することで更新することができます
が、更新研修を受講せず更新手続きを行わない場合は、本認定資格を失効するこ
ととなります（図５．２参照）。
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図５．２

情報通信エンジニア資格の有効期間

５．６ 認定研修
情報通信エンジニア資格者証を取得するためには、知識・技術の差分について
修得するため、本研修を受講し認定審査に合格するものとします（図５．２参
照）。
（１）カリキュラム範囲・内容
主に情報通信分野とし認定資格取得時の差分について修得するものとします。
（２）実施時期
申請時に実施します。
（３）実施方法及び時間数
研修テキストによる通信教育とし、１０時間程度とします。
なお今年度９月までは、「当年の研修テキスト」に基づき研修し、新テキスト
の作成に合わせて１２月からは「次年の研修テキスト」の内容を研修することと
します。当該研修終了後、受講者がレポートを提出し、その内容が適切であれば
情報通信エンジニア資格者証を交付します（図５．２参照）。
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（４）受講時期
情報通信エンジニア資格の申請時に受講するものとします。受講後の認定申請
（レポート提出）は２ヵ月以内に実施していただきます（図５．２参考）。
なお、認定申請（レポート提出）が前記の期限内にできない場合は失効となり
ますが、新テキストが発行される同年１０月末までに修了すれば遡り２ヵ月内に
修了したものとみなします（ただし、有効期間は短縮されます）。
（５）特例
学生については、その負担（費用面及び研修時間）を軽減するため、申請資格
の資格者証受領後１年以内に限り認定研修を免除します。
（６）実施者
(一財)日本データ通信協会において実施します。

５．７ 更新研修
情報通信エンジニア資格取得者に対し、継続的な知識・技術・能力の修得を
促すため、１年の有効期間を設け、修得確認に基づく資格更新を行うものとしま
す。
更新周期については、時代変化に対応するため毎年とし、更新時に本研修の
受講を必須とします。
なお、本研修の概要については、以下のとおりとします。
（１）カリキュラム範囲・内容
情報通信分野を中心に、主に認定資格取得時及び前回更新時との差分について
修得するものとします。
なお、本年度の研修テキストの目次案を別に記載します。
（２）実施時期
２０２２年１２月から実施します。
（３）実施方法及び時間数
研修テキストによる通信教育とし、１０時間程度とします。
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当該研修終了後、受講者がレポートを提出し、その内容が適切であれば情報通
信エンジニア資格者証を交付します。
（４）受講時期
情報通信エンジニア資格の更新時期までに受講・修了するものとします。
（５）実施者
（一財）日本データ通信協会において実施します。

５．８ 上位資格認定
２０１１年度から５年以上連続の研修修了者に対して、『情報通信エンジ
ニア・ゴールド』という称号を与えて上位資格として認定します。
また、２０１５年度より１０年以上連続の研修修了者に対して、『情報通信
エンジニア・プラチナ』という称号を与えて最上位資格として認定します。
なお、該当者に対しての表彰状は委員長名とします。

５．９ 資格者保有状況の公表
企業及び学校の情報通信エンジニア資格に対する関心を高め普及促進を図るた
め、企業、学校又は団体ごとの情報通信エンジニア資格者の保有状況について、
以下のとおり公表を行うものとします。
（１）公表内容
企業名・学校名・団体名、認定資格者数

等

（２）公表手段
ホームページへの掲載

他

（https://www.dekyo.or.jp/index.html）
（３）実施者
（一財）日本データ通信協会において実施します。
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６．１ 今後の情報通信エンジニアへの期待と地位向上
当委員会の取組としての「情報通信エンジニア資格」は、幅広く、かつ、短期
間で大胆に変化する「お客様や事業者の要望に応えるための関連知識・技術」の
継続的なアップデートを実施していることを証明するものです。
お客様サービスや工事・運用・保全品質の向上、さらには情報通信分野の発展
に寄与することが期待されています。「情報通信エンジニア研修テキスト」のさ
らなる充実を最優先とし、情報通信分野に関係する技術にワンストップで対応可
能な「理想とする情報通信エンジニア」を目指して、関連分野の知識・技術・能
力の修得等さらなるスキルアップを図ることを支援していきます。
加えて、当委員会では、「情報通信エンジニア」に対して、①最新情報などを
ニュースレターで定期的に配信する、②企業・団体が主催する一般参加が可能な
研修については、情報通信エンジニアのホームページに掲載する等の施策を通し
て、積極的にスキルアップの支援を行うこととしています。
また、「情報通信エンジニア資格」の普及拡大とさらなる認知度及び地位向上
に取り組み、工事、運用及び維持の仕様書・契約書に『情報通信エンジニア資格
を有する技術者が設計・施工、保守、運用及び設備管理を行うこと』と記載され
ることを期待したいと考えます。

６．２ 優良団体表彰
情報通信エンジニア資格の取得に積極的に取り組んでおり、その結果をＰＲす
る事により情報通信エンジニア資格の認知度や社会的評価の向上を図ることを
目的とし、２００９年より優良団体を表彰しています。
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（１）選定基準
９月３０日時点で、情報通信エンジニア資格を多数所有し、かつ、資格
取得に対して支援をしている団体（官公庁を除く）。
（２）表彰方式
委員長による表彰（毎年１回）。
（３）実施者及びＰＲ方法
(一財)日本データ通信協会において実施します。
協会ホームページへの機関誌等掲載によるＰＲ等。
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２０２３研修テキストの目次
第Ⅰ部 総務省の取組
1 章 IP ネットワーク設備委員会第一次報告（2022 年 9 月）について
1.1 背景
1.2 報告内容
1.3 今後の対応について
1.4 結び
2 章 デジタル田園都市国家インフラ整備計画の策定と 5G の整備方針
2.1 背景
2.2 5G の現状と課題
2.3 5G の整備方針
2.4 5G 整備の具体的施策
2.5 ローカル 5G
第Ⅱ部 情報通信分野
＜ネットワークの技術＞
1 章 IP 関連プロトコル
1.1 インターネットプロトコルバージョン 4
1.2 インターネットプロトコルバージョン 6
1.3 ルーチングプロトコルと IP マルチキャスト
2 章 5G 技術の最新動向
2.1 5G 無線アクセスネットワーク
2.2 5G コアネットワーク
3 章 CATV 技術の最新動向
3.1 CATV の構成と特徴
3.2 サービスごとの機器構成
3.3 伝送路の構成と特徴
3.4 ケーブルインターネット技術
3.5 CATV の高度化に向けた今後の展開
4 章 ネットワーク技術の最新動向
4.1 クラウドコンピューティング
＜端末設備の技術＞
5 章 無線の基本及び最新動向
5.1 電波の周波数と免許
5.2 アンテナ
5.3 電波伝搬
5.4 無線通信方式
5.5 トラブルシューティング
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6 章 5G/IoT 等の技術の活用事例
6.1 社会インフラ設備のメンテナンスの高度化
6.2 山間部林業の安全性・生産性向上を図る実証実験
6.3 富士山における安全・安心な観光の実現に向けた実証実験
7 章 通信機器のノイズによる故障と対策
7.1 ノイズによる故障とは
7.2 ノイズ源とノイズの侵入の仕組み
7.3 ノイズ対策
7.4 ノイズに関する規格
＜接続工事の技術＞
8 章 LAN 接続工事の技術
8.1 規格の変遷と技術動向
8.2 LAN システム設備の構築
8.3 LAN システム設備のメンテナンス
第Ⅲ部 サイバーセキュリティ分野
1 章 サイバーセキュリティ対策
1.1 セキュリティ脅威の傾向
1.2 サイバー攻撃事例
1.3 セキュリティ対策
1.4 その他最近の動向
2 章 サイバーセキュリティの基本
2.1 IPsec/IKE
2.2 VPN
第Ⅳ部 設計・施工管理分野
1 章 工事管理
1.1 施工管理とは
1.2 工程管理
1.3 品質管理
1.4 安全管理

－ 30 －

情報通信エンジニアスキルアップガイドライン
（２０２２年度版）
情報通信エンジニアスキルアップガイドライン委員会メンバー

情報通信エンジニアスキルアップガイドライン委員会メンバー
（敬称略）
委員長

小

宮 一 三
神奈川工科大学

工学博士

名誉教授

工学博士

委員
加 藤 聰 彦
(WG 座長)
電気通信大学

学長

委員

委員

委員

委員

高

田 潤 一
東京工業大学

環境・社会理工学院

川 和 彦
東京工業大学

学院長

教授

博士（工学）

工学院情報通信系

教授

博士（工学）

府

加

藤 高 尚
KDDI ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社

熊取谷 研 司
一般社団法人

執行役員
品質管理本部長

日本 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ連盟
通信制度部

委員

委員

委員

委員

委員

枝 明 広
一般社団法人

技術部長
次長

小

野 浩 文
一般社団法人

情報通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ協会

専務理事

情報通信設備協会

専務理事

佐

鈴

木 康 一（2022 年 7 月～）
東日本電信電話株式会社
ﾈｯﾄﾜｰｸ事業推進本部
ｻｰﾋﾞｽ 運営部
池 田
敬 （～2022 年 6 月）
東日本電信電話株式会社
ﾈｯﾄﾜｰｸ事業推進本部
ｻｰﾋﾞｽ 運営部
嶋 幹 夫
一般財団法人

部長
執行役員
副本部長
部長

髙

日本ﾃﾞｰﾀ通信協会
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ｵﾌﾞ
ｻﾞｰﾊﾞｰ
ｵﾌﾞ
ｻﾞｰﾊﾞｰ

事務局

荒

金 真 史（2022 年 7 月～）
総務省 総合通信基盤局
電波部 電波政策課
市 川 憲 史（～2022 年 6 月）
総務省 総合通信基盤局
電波部 電波政策課
田
努 （2022 年 7 月～）
総務省 総合通信基盤局
電気通信事業部 電気通信技術ｼｽﾃﾑ課
細 川 貴 史（～2022 年 6 月）
総務省 総合通信基盤局
電気通信事業部 電気通信技術ｼｽﾃﾑ課

検定試験官

検定試験官

吉

一般財団法人
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委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

加

藤 聰 彦
電気通信大学
川 和 彦
東京工業大学

名誉教授

工学博士

府

工学院情報通信系

藤 忠 彦（第 4 回 WG）
東日本電信電話株式会社 ﾈｯﾄﾜｰｸ事業推進本部
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部門
滑 川 哲 也（第 1 回 WG～第 3 回 WG）
東日本電信電話株式会社 ﾈｯﾄﾜｰｸ事業推進本部
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部門

教授

博士（工学）

伊

上 修 吾
NEC ﾈｯﾂｴｽｱｲ 株式会社 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ統括本部

部門長

部門長

井

田
稔
一般社団法人 情報通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ協会
第一技術部兼第二技術部

主席主幹

奥

佐々木 和 紀（第 4 回 WG）
株式会社 NTT ﾄﾞｺﾓ 無線ｱｸｾｽﾈｯﾄﾜｰｸ部
ｴﾘｱ品質部門
牧 山 隆 宏（第 1 回 WG～第 3 回 WG）
株式会社 NTT ﾄﾞｺﾓ 無線ｱｸｾｽﾈｯﾄﾜｰｸ部
ｴﾘｱ品質部門
口 真 貴
KDDI ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
ｱｸｾｽ本部 固定ｱｸｾｽ回線開通部

部長

担当部長

担当部長

関

管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

啓 一（第 4 回 WG）
西日本電信電話株式会社 設備本部
ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 ﾌｨｰﾙﾄﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部門
下 谷 秀 昭（第 1 回 WG～第 3 回 WG）
西日本電信電話株式会社 設備本部
ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 ﾌｨｰﾙﾄﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部門

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

牧
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委員
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亮（第 4 回 WG）
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吉 永 勇 輝（第 1 回 WG～第 3 回 WG）
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総務省 総合通信基盤局
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総務省 総合通信基盤局
電波部 電波政策課
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日本ﾃﾞｰﾀ通信協会

－ 34 －

審査係長

審査係長

検定制度係長

検定制度係長

情報通信エンジニアスキルアップガイドライン
（２０２２年度版）

情報通信エンジニア

スキルアップガイドライン（２０２２年度版）

発行日：２０２２年１０月
発 行：一般財団法人 日本データ通信協会
情報通信エンジニアスキルアップガイドライン委員会事務局
〒170-8585
東京都豊島区巣鴨２丁目１１番１号（ホウライ巣鴨ビル６階）
TEL 03-5907-5955
URL https://www.dekyo.or.jp/index.html

