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特集 1 ／事業多様化に対するグループ各社の取り組み

コムシスグループは創立以来、社会インフラを根底から支え、次世代へと発展させていく
さまざまなインフラ建設に取り組んでまいりました。今後はこれまでに培ってきた通信イ
ンフラ建設に加え、社会生活を支える多様なインフラ建設を進めるなど事業の多様化を図
り、これまで以上の社会貢献と企業価値の向上を目指します。

光回線のリセール事業の開始
日本コムシス

TOSYS

つうけん

コムシスグループでは、新たなビジネスモデルとして、NTT東日本・西日本様
の光ファイバー回線を使ったインターネットアクセス回線・光電話サービスを提
供しています。

ビジネスでも、ご家庭でも
つうけんでは、2015年3月より、100％子会社であ
るつうけんアドバンスシステムズを主体に回線リセー
ル業の拡大に向けて「つうけん光」サービスをつうけ
んグループ全体で展開しています。TOSYSでも同様
に2015年10月より「TOSYS光」を提供していま
す。つうけん光とTOSYS光は、NTT東日本・西日本様が提供する「フレッツ光」
の通信パフォーマンスを維持しながら、月々のご利用料金を抑えることのできる
サービスです。このサービスを積極的に推進し、法人顧客・一般顧客双方のお客

様獲得に取り組んでいます。

ビジネスで
日本コムシスでは、2015年10月より、法人様向けに
「コムシス光」のサービス提供を開始しました。これ
まで、通信事業者の依頼を受け、主にネットワーク設備に関連する事業を行って
きましたが、新たなサービスとして、光回線の販売に加え、お客様システムの提
案から構築・保守・運用までワンストップでサービスを提供しています。

本サービスの最大の魅力は、業界最安値の通話料金と、業界唯一である24時
間・365日電話受付サービスにより、他の光コラボ事業者にないコストとアフ
ターフォローにて安心してご利用いただけることです。「コムシス光」はストッ
クビジネスの大きな一歩であり、今後もトップラインの拡大を目指し、新たな事
業拡大に取り組んでいきます。

コムシスグループでは、こうした光回線のリセールサービスを通じて、お客様に
安価で質の高いサービスをお届けし、社会の発展に益々寄与していきます。

海外事業への取り組み サンコム

サンコムは、コムシスグループにおいて
海外事業を展開する唯一の会社です。
サンコムの海外事業は長い歴史を持ちま
す。1963年のインドネシアにおけるマ
イクロ波通信設備の建設工事に始まり、
以来、半世紀にわたり世界50カ国以上
で数多くの施工実績を築いてきました。
現在では、一括工事請負のほか、エンジ
ニアリング業務、現地調査、技術者派遣など、国内事業と同様に幅広い事業を展
開し、光通信ネットワークの構築、海底ケーブル陸揚げ局工事、マイクロ波通信
設備の建設、プラント通信設備およびセキュリティシステムなど、国際的なネッ
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特集 1 ／事業多様化に対するグループ各社の取り組み

トワークとシステム構築に大きく貢献しています。

海外での事業展開一例として、政府のODA（政府開発援助）案件での取り組み
があります。政府では東日本大震災後の海外向けの取り組みとして、ODAによ
り環太平洋諸国などに日本の先端技術を導入するために、地震や津波の速報、雷
検知やその他気象観測に役立つ防災関連機材を納入しており、これを受けてサン
コムでは地震計・潮位計・雷検知器などの設置を行っています。2015年度には
ブータン王国、バヌアツ共和国、ペルー共和国において防災関連システム工事を
完工しました。

サンコムでは今後も、海外事業のさらなる拡大を通じて国際貢献を果たします。

機械器具設置への事業拡大 TOSYS

通信インフラ設備市場を取り巻く環境は
変化しており、インフラ設備の拡充競争
の時代からサービスメニューやコンテン
ツを競う段階に移行しつつあります。こ
れに伴いTOSYSでは、通信建設工事で
培った技術者やノウハウを生かすこと
で、電気設備から機械器具設置工事ま
で、通信建設工事周辺への事業領域拡大
を図っています。

このような環境のもと、TOSYSは2015年12月に、日本アフター工業を完全
子会社化する経営統合を行いました。

日本アフター工業は、長野県全域を営業エリアとして官公庁などの発注による揚
水用ポンプ設置、農業用散水設備、薬注設備工事、温泉源泉ポンプ工事や同メン
テナンスを中心に計装・電気工事なども手がけており、設立以来30年以上に及
ぶ実績や経験によって、発注者から厚い信頼を獲得しています。

今後はTOSYSグループとして、長野県を中心とする対象地域、事業分野などに
ついて両社の強みを生かした事業展開と経営資源の連携によるシナジーを発揮
し、成長戦略を強力に推進することで、企業価値の一層の向上を図ります。

●現場の声

TSUNAMI（津波）が世界共通語になるほど、日
本の災害に対する取り組みや技術が注目されてい
ます。

ODA案件は発展途上国で実施されますので劣悪
な場所で生活しなければなりません。また日本
人も自分だけという環境の中、現地で雇うサブ
コントラクターやお客様との信頼関係を築くた
めに、気候、言葉、生活習慣、宗教の違いを感
じ、それを考慮しながらコミュニケーションを
とることに苦労しました。

その反面、観光客が行かないような場所にも滞在できましたし、現地の生
活習慣に直にふれることができたので貴重な経験となりました。

今後も現地の方と協力しながら、発展途上国の防災に貢献していきたいと
考えています。

サンワコムシスエンジニアリング
社会システム事業本部
エンジニアリング本部

技術主任
大山 晃一

日本アフター工業
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特集 1 ／事業多様化に対するグループ各社の取り組み

物資輸送事業への拡大 つうけん

つうけんは2015年7月、北海道エリアにおいて通信資材の輸送などを行う北海
道電電輸送を完全子会社化しました。今回の完全子会社化を通じた物資輸送事業
への拡大は、物流体制の強化・効率化が図られることに加え、つうけんグループ
各社と重複する業務については、リソースやノウハウの共有・統合による経営の
効率化や、シナジーを生かした事業領域の拡大が見込まれます。

また、北海道電電輸送では通信資材の輸送のほか、荷役事業や、冬季における除
雪事業も担っており、同社の完全子会社化による収入増にも期待を寄せていま
す。

産業廃棄物リサイクルへの貢献 つうけん

廃棄物処理業（リサイクル事業）、貨物運送業、建設業を展開する東亜建材工業
では、「廃棄物の可能な限りの資源化」にも積極的に取り組んでいます。

情報通信工事においては、環境に配慮した産業廃棄物の収集、運搬および処理が
事業継続を考える上で、非常に重要な課題となりつつあります。

つうけんが2015年8月に東亜建材工業を完全子会社化したことで、つうけんグ
ループは「産業廃棄物処理会社」として、NTT東日本様から認定を受けること
となりました。これにより、NTT東日本様が撤去したケーブルやCP（電柱）な
どの廃棄物処理作業を、つうけんグループとして請け負えるようになりました。
なお、撤去したメタルケーブルを銅として再利用することも可能となります。

つうけんグループが拠点とする札幌市近郊では、今後さまざまなインフラ整備事
業が予定されており、これに伴い整地や既存建物の解体、新建物の建築などの発
生が見込まれています。

インフラ整備事業に加え、廃棄物処理も請け負うことが可能になり、より広範囲
な領域で地域に貢献できるようになります。

交換局除排雪の様子北海道電電輸送

千歳市長都処理場夕張処理場
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コムシスグループでは、グリーンエネルギーの創出による地域社会および地球環境へ配慮し
た事業を継続的に展開しています。ここでは環境・エネルギーに関するグループ各社の取り
組みについて紹介します。

太陽光発電事業の継続的な取り組み 日本コムシス

日本コムシスグループでは、2013年4月に第1号の大規模太陽光発電所を稼働し
て以来、発電事業を継続的に実施しています。2015年度は6カ所の太陽光発電
所を稼働させました。

第6号　サン・ファーム北条 つくば（つくば太陽光発電所）

【概要】
所在地 茨城県つくば市北条永瀬
敷地面積 約27,600m2

発電容量 約1,900.8kW
発電量 年間約200万kWh
パネル数 6,336枚
稼働開始日 2015年6月9日
施工会社 日本コムシス株式会社
発電事業者 コムシスクリエイト株式会社

第7号　サン・ファーム大栄 伊賀（伊賀市三田太陽光発電所）

【概要】
所在地 三重県伊賀市三田
敷地面積 約27,500m2

発電容量 約1,861kW
発電量 年間約200万kWh
パネル数 6,102枚
稼働開始日 2015年8月25日
施工会社 日本コムシス株式会社
発電事業者 コムシスクリエイト株式会社

第8号　サン・ファーム中川 土浦（土浦市太陽光発電所）

【概要】
所在地 茨城県土浦市菅谷町
敷地面積 約17,300m2

発電容量 約1,373kW
発電量 年間約140万kWh
パネル数 4,360枚
稼働開始日 2015年11月30日
施工会社 日本コムシス株式会社
発電事業者 コムシスクリエイト株式会社

第9号　サン・レイクス屋度 加東（加東市屋度大池太陽光発電所）

【概要】
所在地 兵庫県加東市屋度字柳入、大縄場
敷地面積 約56,600m2

発電容量 約2,009kW
発電量 年間約210万kWh
パネル数 8,036枚
稼働開始日 2015年12月18日
施工会社 日本コムシス株式会社
発電事業者 コムシスクリエイト株式会社

環境・エネルギーに関する
取り組みを拡大特集2

特集 2 ／環境・エネルギーに関する取り組みを拡大
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第10号　サン・ファーム穂高 安曇野（安曇野市穂高太陽光発電所）

【概要】
所在地 長野県安曇野市穂高有明
敷地面積 約14,000m2

発電容量 1,142kW
発電量 年間約120万kWh
パネル数 4,312枚
稼働開始日 2015年12月25日
施工会社 日本コムシス株式会社
発電事業者 コムシスクリエイト株式会社

第11号　サン・ファーム中村 五島（五島市福江島太陽光発電所）

【概要】
所在地 長崎県五島市岐宿町中嶽
敷地面積 約16,300m2

発電容量 約1,246kW
発電量 年間約130万kWh
パネル数 4,704枚
稼働開始日 2016年3月23日
施工会社 日本コムシス株式会社
発電事業者 コムシスクリエイト株式会社

コムシスグループ初の水上フロート式太陽光発電所 日本コムシス

日本コムシスでは、2015年12月に兵庫県加東市にある農業用のため池に、太
陽光パネル8,036枚を浮かべた、水上フロート式太陽光発電所の稼働を開始し
ました。水上に太陽光パネルを浮かべるフロート式太陽光発電所としては、コム
シスグループ初となります。

この工事では、水上での作業量を最小化するため、陸上でユニットごとに組み立
ててからクレーンで水面に降ろし、ロープで引っ張って本体に連結させる工法に
より効率化を図りました。

また、水上フロート式太陽光発電のメリットは発電効率にあります。通常の太陽
光発電は表面温度が1℃上昇すると発電効率は約0.5％低下します。しかし、水
上ではパネルの冷却効果が期待できるため、高い発電効率が実現できます。ま
た、パネルが水面を覆うため、貯水の蒸発量軽減や藻類の異常発生を抑制し、水
質改善効果も期待できます。

１　部材組み立て

５  ユニットを連結 ７６ロープで引っ張り水上移動

２ ３　パネルを設置 ４ クレーンで吊り上げユニットごとに
フロート・部材組み立て

完　成

水上フロート式太陽光発電所ができるまで

特集 2 ／環境・エネルギーに関する取り組みを拡大
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太陽光発電による電気自動車を導入 日本コムシス

日本コムシスでは、2015年8月に太陽
光発電設備で発電した電力を利用する電
気自動車を工事車両として導入しまし
た。

この電気自動車は、ビル屋上に設置した
太陽光発電設備からリチウムイオン蓄電
システムを経由して充電します。蓄積さ
れた電力は工事の際の電源としても使用
が可能でエンジン発電機を使用しないため、深夜作業などにおける騒音問題も緩
和されます。

さらに災害時には、発電した電力を蓄電池と電気自動車に貯めることができるの
で、電気自動車を被災地での非常用電源としても活用することができます。

日本コムシスでは、すでに5台の電気自動車を工事車両として導入しており、ク
リーンエネルギーで環境に配慮した工事の推進を図りながら、地域住民への配慮
ならびに地域の発展に益々寄与していく方針です。

EPC 事業の継続的な取り組み
日本コムシス

サンコム

TOSYS

日本コムシスでは、EPC事業に積極的に
取り組んでおり、2015年度はLIXIL綾部
SOLAR POWER、オリックス宇部太陽光
発電所、シモハナ物流一宮第二センター太
陽光発電所などの太陽光発電設備工事を実
施しました。

サンコムでは、2014年度に引き続き、
「太陽光発電設備工事」を推進していま
す。2015年度は、千葉県成田市、茨城県小美玉市、栃木県宇都宮市、静岡県御
殿場市、広島県東広島市など、各地域において太陽光発電設備工事を実施しまし
た。

TOSYSでは、長野県小県郡長和町にNTTファシリティーズ様発注による、「F
長和太陽光発電所」構築工事を実施しました。

また構築工事の竣工にあたりNTTファシリティーズ様より感謝状をいただきま
した。

コムシスグループでは、今後もこのような太陽光発電事業を通じて地球環境負荷
の軽減に貢献していきます。

屋上に設置されている太陽光パネル太陽光発電を使用して走行する電気自動車

電力供給の仕組み感謝状（TOSYS）

特集 2 ／環境・エネルギーに関する取り組みを拡大
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住宅向け蓄電池設置工事の実施 サンコム

サンコムでは、2015年度、個人住宅向けの蓄電池設置工事を請け負い、全国で
約1,000件の住宅向けに蓄電池を設置しました。

蓄電池は、災害時の非常用電源として使えるだけでなく、電気代が安価である夜
間帯に蓄電することにより、電力需要のピークの山を減らすことができ、発電す
るためのエネルギーの無駄を減らすことができます。また、太陽光発電と組み合
わせることにより、家庭で発電した電力を蓄えておくことができるようになりま
す。

この蓄電池設置工事を通じて、限りある資源の効率的な活用に貢献します。

国内初 太陽光発電主軸の電力小売事業「じぶん電力」導入 日本コムシス

日本コムシスグループの日本エコシス
テムは2016年4月より、再生可能エ
ネルギーの太陽光発電を主軸とした電
力小売事業「じぶん電力」を導入しま
した。

本事業は、電力を購入されるお客様の屋根に太陽光発電システムを無償設置し、
太陽光発電設備で発電した電気を活用した電力小売事業で、国内初の取り組みで
す。

メリットはお客様の設備投資負担がないこと、また長期停電時も自家発電として
使えることです。アメリカではすでに人気のビジネスモデルですが、日本では日
本エコシステムが初めて導入しました。

日本コムシスグループでは、今後も地球環境への取り組みを継続するとともに、
お客様の期待に応え、社会に貢献できる企業として成長を目指します。

LED 照明灯への切り替えで明るいまちづくりへ貢献 日本コムシス

LED照明は、CO2 の排出量を削減できるなど環境にも配慮しているため、街路
灯をLEDに切り替える自治体が増えています。

日本コムシスでは、2015年7月から11月にかけて、千葉県市川市の水銀灯道
路照明灯7,274基をLED照明灯に切り替える工事を請け負いました。

電力消費量が従来の照明の約3分の1になるLED照明に切り替えることで、15
年で約6億円の財政負担の削減が期待できるほか、CO2 排出量の削減などによる
環境負荷の軽減や、明るくなることによる事故の減少も見込めます。地域住民の
方から「私の地域はまだですか」とうれしい声をかけられるなど地域の発展に尽
力しました。

日本コムシスでは今後も、高い技術と品質を生かし、環境にも配慮した明るいま
ちづくりに貢献していきます。

特集 2 ／環境・エネルギーに関する取り組みを拡大




