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ネットワークを構築し、

守っていくこと、

それは社会の重要な任務です。

〒400-0024　山梨県甲府市北口2-12-1
tel.055-254-0101　fax.055-254-0031

http://www.digital-all.jp/



CORPORATE PROFILE

　デジタルアライアンスは、山梨県情報ハイウェイの管理運用を行うため、県内の新聞社、放送局、ケー
ブルテレビ局、ICT事業者、銀行が出資して設立しました。
　地上波放送のデジタル化移行、ブロードバンド環境の整備等を支援し、すべてのモノがインターネッ
トにつながるIoE（Internet of Everything）の時代への対応を整えています。
　デジタルアライアンスは社名の通り、新しいデジタル情報サービスを提供する地域共同体として発展
を目指しています。

社  名
代表者
本  社
電  話
設  立
資本金
許認可

株式会社デジタルアライアンス
鈴木 新一
山梨県甲府市北口２丁目１２番１号
０５５-２５４-０１０１ FAX ０５５-２５４-００３１
平成１７年１２月 ２日
９,９００万円
電気通信事業登録 ：関第74号
電気通信 ：第9407号

平成１７年１２月 
平成１８年 ２月
平成１８年 ３月
平成１８年 ４月
平成１８年 ８月

平成１８年１１月

設立
電気通信事業登録
甲府市北口２丁目１２番１号に事務所開設
山梨県情報ハイウェイ保守開始
山梨県情報ハイウェイを活用した
情報通信サービス開始
およびCATV事業者向けサービス開始
インターネット接続サービス開始

平成２０年 ４月

平成２３年１０月
平成２４年１２月
平成２５年１２月
　 　    
平成２６年１２月

現在

国保総合システム（県内全市町村）の
ネットワーク運用・保守・管理開始
IPv６サービス開始
広域イーサネット網を10G（ギガ）化開始
山梨県立大学と共同で教育支援システム
「edutabシステム」を開発
インターネットバックボーンを東京・大阪に
高速回線で接続
県内自治体・企業の各所でサービス提供中

株  主 (株）山梨日日新聞社
(株）テレビ山梨
山梨県ケーブルネットワーク（株）
(株）YSKｅ-com
(株）ウインテックコミュニケーションズ
(株）システムインナカゴミ
(株）ワイ・シー・シー
(株）コンピュータマインド

(株）日本ネットワークサービス
(株）山梨中央銀行
(株）ネオシステム
(株）エーティーエルシステムズ
(株）ジインズ
(株）ケントスコンピュータ
(株）コム

会社概要

山梨県情報ハイウェイ

次世代ネットワークサービス
山梨県情報ハイウエイをベースとした、次世代を見据えたネット

情報ハイウェイ（光ファイバ敷設）経路 情報ハイウェイの活用イメージ

会社沿革

●山梨県情報ハイウェイの運用管理
●電気通信事業法に基づく電気通信事業
●電気通信設備及びこれに付帯する工事の請負
●電気通信設備及びこれに付帯する設備の開発、
　保守及び販売ならびに賃貸
●電気通信設備のコンサルティング

●有線テレビ放送施設及びこれに付帯する設備の工事の請負、
　関連機器の開発、保守、販売ならびに賃貸
●建物施設及び建物付帯設備及び建物維持諸機械ならびに
　一般電気設備の工事の請負、保守ならびに販売　 
●前各号に付帯または関連する一切の事業

サービス概要

北杜市

甲斐市

山梨市

甲州市

笛吹市

甲府市

富士河口湖町

忍野村

山中湖村

都留市
道志村

西桂町

富士吉田市
鳴沢村

大月市 上野原市

小菅村

丹波山村

韮崎市

南アルプス市

早川町

南部町

身延町

富士川町
市川三郷町

中央市
昭和町

●光ファイバ敷設
国道20号、52号、137号、138号。139号、140号を主たる経路とし、国道に敷設された
情報BOX管路を利用（情報BOX管路がない部分は電柱共架）
冗長化のため、東西で2つのリングを構成

●情報BOX管路
内管が8条入っており、国土交通省用が3条、民間
電気通信事業への貸出用が3条、自治体用が1条、
予備が1条とされている。
各管へは、100芯程度のケーブルが2ないし3本入る。

管路断面図
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㈱デジタルアライアンス
（管理運営会社）

通信事業者

行政情報通信系 69％

インターネット

FTTH,ADSL,CATVインターネットFTTH,ADSL,CATVインターネット

ＣATV

ＣATV TV

共同受信
アンテナ

地上デジタルテレビ放送視聴環境の整備

高速インターネット利用環境の整備促進

調達・取引の電子化や企業経営の
効率化による地域産業の活性化

行政機関への届出・申請等の
手続きのオンライン化や
防災分野などでのＩＴ活用による
サービスの向上

山梨県情報政策課HPより許可引用

遠隔監視
カメラ

市町村

合同庁舎
県庁

アクセスポイント

クロージャ

民間情報通信系 17％

放送系（CATV主体） 14％

甲府AP
韮崎AP

鰍沢AP

身延AP 吉田AP

都留AP

東山梨AP
甲府北AP

上野原AP
大月AP

１．インターネット接続サービス
・リーズナブルな価格にて、インターネット接続を提供します。
・通信品質はそのままにコストダウンが可能です。
・接続速度は10Mbpsより。100Mbps以上もご提供が可能です。
接続速度等、詳細につきましてはご相談下さい。
・故障対応は24時間365日。安心したインターネット環境が構築できます。

２．拠点間接続サービス （IP-VPNサービス、広域イーサネットサービス）
・IP-VPNもしくはL2VPN（広域イーサネットサービス）にて拠点間を接続します。
・リーズナブルな価格設定で2拠点のみならず複数施設間を結ぶ広域LANを構築できます。
・完全帯域保証で安心した通信環境を構築できます。
・利用者専用の仮想ネットワーク（VPN）を構築します。
・故障対応は24時間365日。安心した専用線ネットワークが構築できます。

潤沢な光ファイバを利用したネットワーク
山梨県下の主要幹線に沿って敷設されている情報ハイウェイの光ファイバを用い、
2つのリングを含むネットワークを構成しています。

高信頼・高可用なネットワーク
コアネットワークには、大手通信事業者の多くが採用している通信技術を導入する
ことで、高信頼・高可用なネットワークを実現しています。

Type-TX Type-EX

SPiRITSの特徴

平成 17年 12月 設⽴
平成 18年 2月 電気通信事業登録

平成 18年 3月 甲府市北⼝2丁⽬12番1号に事務所開設

平成 18年 4月 ⼭梨県情報ハイウェイ保守開始

平成 18年 8月 ⼭梨県情報ハイウェイを活⽤した
情報通信サービス開始
およびCATV事業者向けサービス開始

平成 18年 11月 インターネット接続サービス開始

平成20年 10月 国保総合システム（県内全市町村）の
ネットワーク運⽤・保守・管理開始

平成23年 10月 IPv6サービス開始

平成24年 12月 広域イーサネット網を10G(ギガ)化開始
平成25年 12月 ⼭梨県⽴⼤学と共同で教育⽀援システム

「edutabシステム」を開発

平成26年 12月 インターネットバックボーンを東京・⼤阪に
⾼速回線で接続

平成30年 6月 10Gbpsサービス開始
平成31年 1月 JANOG43ミーティング開催（⼭梨県で初開催、

ホストを務める）
令和 3年 11月 県内の⼩中学校においてSINET接続を初めて

実施
令和 4年 6月 情報セキュリティマネジメントシステム

（ISMS）JIS Q 27001を取得
現在 県内⾃治体・企業の各所でのサービス提供中

(株)コム
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