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復興への決意を胸にした
6年間基盤・アクセス工事を担う01取り組み

日本コムシス TOSYS つうけん

あの東日本大震災から6年が経過しました。被災した街の再建に向けた復興計画が
各自治体で策定され、復興工事は現在ピークを迎えています。コムシスグループは、
建物や道路などの土台を整える基盤工事および通信網の構築や伝送路の整備などのア
クセス工事を担い、新しい街のインフラづくりに尽力しています。

津波により壊滅的な被害をうけた宮城県石巻市。損壊した建物や道路、なぎ倒され
た電柱、分断された電線、街のライフラインはすべて機能を失いました。これらの元
の姿を取り戻すべく、日本コムシス、TOSYS、つうけんは共同で「コムシスJV石巻
事務所」を設置し、基盤工事からアクセス工事までを一手に担っています。このよう
な大規模な工事は、大手建設会社と協力して実施するケースが多く、高度な知識と折
衝能力が求められます。震災発生から現在まで、資材・人手不足など大きな壁を、復
興にかける思いと培ってきた経験・技術力で乗り越え、道路や住宅などの生活基盤再
建に貢献しています。

宮城県女川町にも、凄まじい津波は山間の集落にまでおし寄せ、被害をもたらしま
した。復興計画に基づく道路の拡張、電気・ガス・水道などの新設に伴い、コムシス
グループはケーブル・電柱などの通信設備の移転を行っています。人々の生活におい

て必要な通信回線を確実につなぐためには、
高度な技術と細心の配慮が必要です。道路整
備が完了しなければ移転できないため、工事
は部分的に進めるしかありませんが、着実に
復興に近づいています。

引き続き、コムシスグループは一日も早
い被災地の復興を目指して取り組んでいき
ます。

「電話は通じますか？」震災発生から1カ月は、津波に流されずにすんだ家屋の一軒一
軒を回り、復旧に尽力しました。忘れられないのは、呆然とただ一
人座り込むお年寄りの女性を訪ねたときです。大切な人を亡くし、
電話どころではなかったのでしょう。かけるべき言葉をのみ込み、
それからは残っている家にはすべて回線を引きました。東北と日本
のために復旧工事に携われたことは私の誇りです。

日本コムシス　NTT事業本部　アクセスシステム部　首都圏アクセス事業部門
担当部長　風間 広司

日本コムシス・TOSYS・つうけんの
JV拠点「コムシスJV石巻事務所」

被災した街に新たな息吹を
～通信インフラで被災地をよみがえらせる

被災した1軒1軒を訪問し、電話回線を復旧

自然災害が発生しやすい国土といわれている日本。
近年も、東日本大震災、熊本地震をはじめ、岩手県や北海道を襲った大きな台風などが各地に甚大な被害をもたらしました。
復興途中の被災地もあり、以前の生活を取り戻せていない方々が、いまだにいらっしゃいます。
コムシスグループは、これらの方々の生活を取り戻すべく、被災地に対する復興支援を継続して行っています。
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津波の恐れがない街づくり 「家に帰りたい」願いを叶えるために02 03取り組み 取り組み

海に面している宮城県東松島市の野蒜（のびる）地区は、通信設備から線路に至るま
で、すべてが津波に飲み込まれてしまった街です。住民の方々が津波に怯えることな
く安心して生活できるよう、高台に街ごと移転させ
る大規模工事が施工されました。日本コムシスは、
丘陵地帯を切り拓く造成工事のうち電話工事、高台
移転後の電柱の新設工事と通信事業者の局舎移転
を担当しました。山を切り崩した土地柄、岩盤地盤
の粉砕作業には多大な労力がかかり、泥土岩の急坂
における作業は、雨天時には特に安全面で細心の注
意が必要でした。通信事業者の局舎の移転という
前例のない高度な工事に対しても、日々の現場で
蓄積してきた英知を集結し完工しました。

現在、この野蒜地区には、電柱と住宅が立ち並
び、新しい街の息づかいが聞こえ始めています。

日本コムシス

施工前の野蒜地区の高台

施工後の野蒜地区の高台

サンコム日本コムシス

福島第一原子力発電所の事故で、避難指示区域に指定された福島県飯館村。2016
年6月に避難指示解除が決定し、おおよそ8カ月後には避難している住民の方々の
帰還が可能になりました。通信インフラは、人々が生活する上で欠かすことができな
い社会基盤の一つです。サンコムと日本コムシスは、住民の方々が帰還するまでに、
通信インフラを整備し、安心して暮らすことができる環境づくりに取り組みました。

工事車両には放射線量計が常備され、人の気配がなく、工事現場付近に除染廃棄物
が積み上げられている特殊な状況下での作業となりました。弱電化エリアの解消を目
的とする工事であることから、作業中は携帯電話などで連絡を取りにくいことが想定
されました。そのため着工準備を入念に行い、協力会社とともに一つ一つの工程を綿
密に確認するなど、最小限のコミュニケーションで作業を進められるよう工夫し、
予定通り、住民の方々が懐かしい故郷へ
帰還することができました。

日本コムシスでは、帰宅困難区域である
福島県双葉町における通信事業者の通信設
備の更改工事も行っています。

今後も、早く故郷に帰りたいと願う方々
が安心して生活できるよう通信インフラを
整備し続け、復興に貢献していきます。 鉄塔の養生作業をする作業員

タイベックススーツを着用した作業員工事現場付近の除染土仮置場

高度成長期に多かった通信事業者の局舎移転工事は、この30～40年は保守作業がメイ
ンで、誰も経験したことがありません。しかし手探りの状態の中、これまでの現場で鍛え
ぬいた勘と技術力で、無事完工までこぎつけました。

まだ復興の実感は持てていないのが正直なところです。それでも、
私たちが一から街づくりに携われたことは意義があると感じていま
す。復興工事に尽力した若手社員が「自分たちがつくった街だ」と
思えるくらい、復興を実感できる日が早く来ることを願っています。

日本コムシス　NTT事業本部　アクセスシステム部　アクセス推進部門
部長　菊池 文孝

現場で鍛えた勘と技術力で局舎移転を完工
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地震発生直後の極限状態で
ケーブルをつなげる使命を全うする04取り組み

2016年4月、熊本地方で発生した地震は最大震度7を観測し、山間部も含め広
範囲にわたり通信が不通になる事態が発生しました。

地震により、高速道路が損壊し、敷設されている光ケーブルの5カ所以上が損傷
しました。揺れ続ける高速道路上で、新たに光ケーブル約9kmの敷設を行い、通
信を復旧させるのがコムシスグループの使命です。

地震発生直後は、余震が続いており、道路は隆起などで通行止めが多く、社員、
協力会社やその家族の安否情報も充分に収集できない状況でした。いわば作業員も
被災者の一人であり、不安や家族を心配する気持ちを拭いきれない中で、安全確保
を最優先とし、昼夜を問わず復旧作業に
努めました。

日本コムシス

熊本県知事より
御礼状をいただきました

高速道路上での光ケーブル復旧作業

地震により傾いた基地局 最も被害の大きかった益城町木山地区の様子

トピック

日本コムシスでは、全国の社員から寄せられた義援金に、マッチングギフト制度
によって会社からも同額を加え、2016年5月に総額5,386,000円の義援金を熊
本県に全額寄付しました。熊本県からは義
援金に対する御礼状をいただきました。ま
た、つうけんグループでも社員全員から支
援金を募り、総額1,158,000円を、日本
赤十字社が行っている「平成28年熊本地
震災害義援金」に寄付しました。

日本コムシス つうけん

熊本災害義援金への寄付

サンコム

高速道路上の通信設備復旧のために、事務所から現場に作業指示をしながら、作業員の
食糧運搬や交代要員の手配をするという役割を担っており、作業員全員が安全に工事を終
えることに、責任を重く感じていました。自分たちの建物が地震で水没しているにもかか
わらず、復旧に協力したいと連絡をくださった協力会社もあり、作業員は仮眠を取りなが
ら、一刻も早い復旧に向けて作業を行いました。大きな本震が起こったのは、彼らの疲労
がピークに達していたときです。安全のために撤退させるべきか、復旧を急ぐべきか、大
きな壁にぶつかりましたが、サンコム一丸となって取り組んだこと
で、選択肢を広げることができ、適切な対応ができました。作業員
やその家族の皆さまにはとても感謝をしています。

サンワコムシスエンジニアリング　九州支店　エンジニアリング部
フィールドネットワーク部門

　部門長　松村 英明

災害発生直後の極限状態。
作業員の安全確保と通信インフラの復旧に奮闘
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観測史上初の台風が北海道を直撃
復旧に向けて全力を尽くす 立ち入り困難地域での復旧作業05 06取り組み 取り組み

2016年8月下旬、台風が北海道地方や東北地方に
上陸し、各地で増水による川の氾濫や橋梁流失、路盤
流出、盛土崩壊などが発生しました。特に北海道にお
いては観測史上初めての台風で、インフラや農業に多
大な損害を及ぼしました。

つうけんは、北海道に本社を構えており、事業所
は北海道の全域にあります。道路・橋梁崩壊、土砂
崩れ、倒木などにより、電柱の倒壊や通信ケーブル
断が発生したため、15カ所で復旧工事が必要となり
ました。つうけんはその復旧活動に取り組んでおり、
2017年4月現在で3カ所の本復旧が完了しています。
台風の傷跡は大きく、苫小牧の日高日勝峠などは道路
の整備自体が未了の地域もあるものの順次復旧して
いく予定です。北海道地方では経験したことがないよ
うな台風であるため、作業は手探りで困難を伴います
が、被災地で生活をしている方々に通信インフラを通
じて安心をお届けできるよう、つうけん一丸となって
取り組んでいます。

TOSYS日本コムシス

北海道地方を襲った台風は、岩手県太平洋沖にも上陸し、岩手県岩泉町や久慈市に
も甚大な被害をもたらしました。

日本コムシスとTOSYSは、通信事業者からの要請を受け、即座に久慈市周辺に向
かい、全国から応援に駆け付けた総勢62名の作業員で、復旧作業にあたりました。
至る所で道路が崩壊し、岩がむき出しとなっている現場は、多くの倒木が電柱やケー
ブルに覆いかぶさり、非常に危険な状態でした。

まず、倒木の伐採から始まり、倒れた電柱の撤去や急斜面での電柱の垂直化、川に
降りての建柱作業などを行わなくてはなりません。これらの作業後に、ようやくケー
ブルをつなぐ作業が可能となりました。

チームが一つになって協力し合うことで、立ち入りが困
難で過酷な現場にもかかわらず、およそ1カ月で復旧工事
を完了させました。日本コムシスとTOSYSは、この災害復
旧支援への功績により、NTT東日本様から感謝状をいただ
きました。

キャタピラ車で現場に向かう様子 道路が崩壊した大雪 天人峡（旭川） 山奥に向かう作業員 電柱、ケーブルに覆いかぶさる樹木

NTT東日本様より感謝状を
いただきました橋が崩落した朗根内

美瑛（旭川）

NTT東日本-北海道様より
感謝状をいただきました

つうけん
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コムシスグループが
創出するイノベーション

特集2

コムシスグループは、社会が抱える課題の解決に向けて、コムシスグループが守り続けている通信インフラを軸に、
社会の人やモノをつなげ、新たなイノベーションを創出しています。

いつでもつながる。どこでもつながる。
新たな働き方を支えるテレワークシステム01取り組み

日本コムシス TOSYS

日本における人口の増加率は、高度経済成長期をピークに緩やかに減少しつつあ
り、2005年には統計を取り始めて以来、初めて人口が減少しました。特に労働力
人口の継続的な減少は、日本の未来に危機感を与えています。その背景には少子高
齢化が進み、高齢者の介護や子育てと仕事を両立しにくい社会環境が一因にあげら
れます。

2017年3月に日本コムシスとTOSYSが、日本マイクロソフト株式会社（以下、
マイクロソフト）との連携により、全国に向けて展開を開始したクラウドPBX※サー
ビスは、多様なワークスタイルへの柔軟な対応を可能にする画期的なサービスです。

TOSYSは従来より、マイクロソフトのExchangeやSharePointを活用したクラ
ウドサービス「Livestyle」を提供しています。サービス範囲を、マイクロソフトの
コミュニケーションプラットフォーム（基盤）であるSkype for Business Onlineに

拡大したSkype for Business クラウドPBXは、ネット環境が整えば、オフィス以
外の場所でも、オフィスと同じような作業やテレビ会議・外線電話などによるコミュ
ニケーションを実現します。

日本コムシスは、社内検証を実施するとともに、400名以上の高度ICT技術者リ
ソースを投じ、この新たなシステムの計画・導入・運用をサポートするマイクロソフ
トのガイダンス「Skype Operations Framework（以下、SOF）」のトレーニング
を実施しており、SOFパートナーの要件を満たす人数のエンジニアがSOFアセスメ
ント試験に合格しています。

今後、長年にわたり培ったTOSYSのクラウドマネジメント技術と日本コムシスの
ICTソリューション設計・構築技術の融合で、ワークスタイルの変革に貢献していき
ます。

※ PBX：Private Branch Exchangerの略。企業内に設置し、内線電話と外線電話同士を交換する構内電話交換機のこと。
    　　　外線から直接特定の電話を呼び出すことができるほか、短縮ダイヤル、不在転送をはじめとする機能を有する。
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コムシスグループの業務を集約し、
各社の事業負担の軽減とコストを削減02取り組み

日本全国で事業展開しているコムシスグループはグループ内の業務の集約化、シス
テムの共通化による業務効率の向上を推進しています。

オペレーションサービスとは、お客様のご要望に合わせ、24時間365日の監視、
受付手配、一次切り分け業務などを行う事業です。

この業務を札幌市白石区にある、つうけんグループのつうけんアドバンスシステムズ
にプラットフォーム基盤を構築し、コムシスグループのオペレーションサービス業務を
集約する札幌オペレーションセンター（以下、OPC）を2016年10月に開設しました。

OPCを共同利用することで、各社の事業負担の大きな軽減が期待されています。
さらに、東京から札幌への移設によって、専有スペースや人件費といったコスト面の
削減効果も見込まれています。

また、万が一の災害時に備え、電気が使えなくなった場合にも24時間分の発電用
燃料も確保しており、いざというときには自家発電を使用し、電力レベルを維持でき
るようにしています。現在、東京でも一部業務を運営しており、札幌のOPCと合わ
せてお客様に向けたサービス品質を保持できるよう、二拠点で対応しています。

日本コムシス つうけん

札 幌 東 京

コスト
削減

全体
最適

品質
保証

札幌オペレーションセンター（左）は日本コムシス（右）と
いつでも連携が可能に

デジタルトランスフォーメーション分野を
３年間で300億の事業規模へ拡大

Microsoft Gold
クラウドコンピテンシーパートナー 

協業スキーム

クラウドサービスの提案スキーム

マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
と
連
携

コムシス
グループ
共同提案

コンサルティング

構築

運用

サービスメニュー
Skype for Business
クラウドPBXプランニングサービス
Skype for Business
クラウドPBXインテグレーションサービス
Skype for Business
クラウドPBXマネージドサービス

お客様

COMSIP等のIP-PBX構築実績

■ クラウドサービスの提案スキーム
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日本コムシス × 東京鋪装工業
社会インフラ事業を拡大03取り組み

日本コムシス

日本コムシスは、通信事業者の通信インフラネットワーク構築事業のリーディング
カンパニーとして、社会インフラ事業分野で活動しています。日本コムシスが、次の
時代においても成長・発展し、社会に貢献し続ける企業であるために、近年の飛躍的
な技術革新に対応する高品質な施工技術力に加えて、より生産性が高い施工体制の再
構築が不可欠であるという認識の下、2016年4月に東京鋪装工業を完全子会社化し
ました。東京鋪装工業株式会社は、1947年に創業し、企業理念の「私たちは、道づ
くりを通して、より豊かな生活を創造します」の精神で道路建設を中心とした生活環
境整備を担ってきた企業で、あらゆる環境に合わせた道路工事施工を可能にする高い
技術力とノウハウを強みとしています。代表例として、交通量が多い道路や空港など
の舗装工事でも、作業開始から3時間という短時間で道路開放を可能とする独自の舗
装技術、路面温度の上昇を抑制しヒートアイランド減少を緩和するアースクール遮熱
性舗装などがあげられます。

東京鋪装工業が日本コムシスグループに加わったことにより、施工プロセスに舗装が
含まれる電線類の地中化工事や高速道路の電気設備工事などを、通信建設から舗装工事
までつなげて、一貫した施工体制で行うことができ、生産性を向上することができます。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な開催に向け、首都圏の
道路輸送インフラ整備が国の施策となっており、受注増加が見込まれる状況下、東京
鋪装工業とのシナジーにより、社会インフラ事業の拡大に取り組んでいきます。

東京鋪装工業が手掛けたヒートアイランド抑制効果がある保水性舗装

これまでオペレーションサービス事業は、コムシスグループの各社で展開し、
ITマネジメントやシステムの仮想化など幅広いICTソリューションで、お客様の
課題解決に貢献してきました。日々、多様化・複雑化しているお客様のニーズに
お応えし、当該事業をグループ全体で成長させていくために、コムシスグループ
は、オペレーションセンターを札幌に新設しエリアフリー業務を集約しました。
機能や事業体制において制約がある各社が単独で取り組むよりも、グループ共通
のオペレーションサービス機能を擁するプラットフォーム基盤を構築する方が成
長につながるからです。

限られた時間で、オペレーターやバックヤードSEを育成することが一番の
課題でしたが、社内で知恵を寄せて対応しました。より機能性の高いICTソ
リューションを提供し、ビジネスイノベーションを創出できるよう、グループ
で尽力していきます。

VOICE

（右）日本コムシス　ITビジネス事業本部ソリューションビジネス部　担当部長　山田 賢治
（左）つうけんアドバンスシステムズ　第五事業部　事業部長　勝野 直義

オペレーションセンター主体で新たな事業、
新たな価値を創出していきます
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