マテリアリティ1 社会課題の解決と社会への価値創造

関連 SDGs

社会やお客様の満足と信頼獲得
高い技術力に裏打ちされた高品質な建造物を社会に提供し、お客様の満足、そして社会からの信頼の向上に
努めています。

方針・アプローチ
基本的な考え方
当社は、土木・建築それぞれの「ものづくり」で社会と接しています。そこで、お客様のニーズに即した、高品質で適正価格
な「良いものづくり」にまい進することを、安藤ハザマの社会に対する貢献の第一歩と位置付けています。また 、信頼性の
高い建造物を通じ皆様の日常生活を支え続けることで、幅広く社会からの信頼を獲得していきたいと考えています。

品質方針
確かな技術で建設活動を推進し、社会への貢献及び顧客の満足を追求する。
1 顧客の要求事項及び法的要求事項等を理解し、顧客の視点に立つ 。
2 営業、設計、施工、アフターケアの各段階で、付加価値を高める活動を推進する。
3 顧客及び社会のさらなる期待に応えるため、新技術を開発し展開する。
4 品質マネジメントシステムを継続的に改善し、高品質を追求する。

取り組みの柱と推進体制

1. 品質管理・向上への取り組み

2. 積極的な技術・工法の開発

当社は品質マネジメントシステムに基づき、営業、設計、

当社では、建設本部の土木・建築技術部門が担う
「現場

施工、アフターケアの各段階で顧客満足の向上に向けた生

に直結した施工技術」と、技術研究所が担う
「基盤技術およ

産活動に取り組んでいます。

び先端技術に関する研究開発」という2つの側面から研究・

トップマネジメント
（代表取締役）のリーダーシップのも

技術開発を推進しています。土木・建築技術部門は、具体

と、土木・建築の各事業、および技術・研究開発を総括す

的案件の施工に資する技術開発を担当しており、現場への

る建設本部長を品質管理責任者とし、品質管理・向上への

技術の展開と指導も行っています。一方、技術研究所では、

取り組みを推進しています。また、マネジメントレビューや

中長期的な課題を踏まえ、基盤技術から最先端の技術ま

内部監査を通して、継続的な改善が図られており、各支

で、幅広く新技術の研究開発を進めています。

店・作業所までその運用管理が徹底されています。

さらに 、収益基盤の多様化に資する新規事業の立案・
推進および業務効率化に向けたITソリューションの立案・
推進を行うために、社長直轄組織となるイノベーション部
を設置しています。

品質マネジメントシステムの推進体制
本部
建設本部
営業本部

経営トップ

支店
技術研究所

本部長

支店長

部長

作業所長

部長

支援

安全品質環境本部

支援

本部長

HAZAMA ANDO CORPORATION

安全環境部
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取り組みの柱 1：品質管理・向上への取り組み
建材選択クラウドサービス運営のトラスに出資 —オープンイノベーションによる DX 推進 —
当社は、オープンイノベーションを推進する「安藤ハザマ アク

出を期待し応じたものです。今後も共同でシステム開発を行

セラレータープログラム2019」にて採択した株式会社トラスに

い、社内展開やBIMなどの社内システムとの連携を推進して

対して2020年12月に約1億円を出資しました。

いきます。

トラスは、さまざまな建材をメーカー横断で比較検討し、的
確な製品を探す建材選択クラウドサービスtruss（トラス）
を運
営するスタートアップ企業です。2019年7月からtrussを活
用した仕上表システムを当社と共同開発しています。本シス
テムにより建築設計部門は仕上表作成時間の短縮や仕上表に
関する情報の即時共有を図れ 、また 、BIMとの連携が可能な
ため、DX推進への寄与も期待されます。
今回の投資はトラスの事業を軌道に乗せるとともに 、業容
の拡大を図る位置付けで、同社とのさらなる事業シナジー創

仕上表システム

各種表彰の受賞
当社が開発した技術やプロジェクトが評価され、下記の表彰を受賞しました。
表彰団体

表彰名

受賞対象

一般社団法人日本原子力学会

第52回（2019年度）
日本原子力学会賞

放射線遮蔽ハンドブック
（基礎編、応用編）
（技術研究所・奥野功一主席研究員執筆）

東日本高速道路株式会社北海道支社

令和2年度優秀工事等

工程管理優秀工事

札樽自動車道

銭函IC改築工事

東北電力株式会社

宮城発電技術センター所長賞

新仙台火力発電所構内道路他改良工事ならびに関連撤去工事

一般社団法人公共建築協会

第17回公共建築賞・優秀賞

福島県国見町庁舎

国土交通省関東地方整備局

令和元年度 優良工事および優秀工事技術者

横環南栄IC・JCT下部（その28）工事

監理技術者

国土交通省関東地方整備局

令和元年度 優良工事および優秀工事技術者

H28釈水水門新設工事

大和田聖

一般社団法人日本粘土学会

2020年度 技術賞

放射性廃棄物処分におけるベントナイトの大規模施工に向けた

監理技術者

諏訪部武

研究・技術開発
土木学会 建設マネジメント委員会

2019年度 公共調達シンポジウム

早期復旧に向けた二重峠トンネルにおけるECI方式の活用

「グッド・プラクティス賞」
土木学会 建設マネジメント委員会

2019年度 公共調達シンポジウム

ECI方式を活用した二重峠トンネル工事（阿蘇工区）

「優秀講演賞」

副所長

米田新

一般社団法人新都市ハウジング協会

2020年度 CFT構造賞

四国中央市庁舎

日刊建設工業新聞社、

建設技術展2020近畿 注目技術賞

4K定点カメラ映像による工事進捗管理システム

令和2年度 建設施工と建設機械シンポジウム

AIを用いて映像中の建設機械を自動的に検出するシステムの開発

優秀論文賞

早川健太郎

第1回 CCI東京若手技術者・女性技術者活躍大賞

北多摩二号水再生センターポンプ棟建設及び耐震補強工事

一般社団法人近畿建設協会
一般社団法人日本建設機械施工協会

東京都魅力ある建設事業推進協議会

楠八重翔太、小村可奈子
公益社団法人土木学会

令和2年度土木学会賞 技術賞

二重峠トンネル工事へのECI方式適用による災害復旧道路早期
開通の実現

公益社団法人土木学会

令和2年度土木学会賞 技術賞

高尾川地下河川整備事業
～住宅密集地を流れる河川直下での地下河川整備～

東北電力ネットワーク株式会社

表彰状（電力の安定供給に大きく貢献）

HAZAMA ANDO CORPORATION
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取り組みの柱 2：積極的な技術・工法の開発
自律走行式床面ひび割れ検査ロボットを活用した新しいひび割れ検査手法を確立
—ロボットにより検査業務の効率化を実現－
建設業において技能労働者不足が懸念される中、工事の省

ができます。さらに、タブレット端末を用いてロボットの検査

力化や検査業務の効率化が喫緊の課題となっています。その

状況を管理するモニタリングシステムを実装し、一人で複数台

方策の一つとして、当社は株式会社イクシスと共同で、大空間

のロボットを管理することが可能です。

構造物の床面におけるひび割れ検査を自動で行う
「自律走行

これらの技術を活用した床コンクリートの新しいひび割れ

式床面ひび割れ検査ロボット」の開発を進めてきました。

検査手法を確立し、2021年春に4階建ての物流施設の新築

本ロボットは、自律走行しながら床面の自動撮影を行い、撮

工事で、1階～4階の倉庫部分（延べ約45,000㎡）に施工者

影画像から直ちにAI（人工知能）
により幅0.1ｍｍ以上のひび

検査として全面適用し、その効果を確認しました。

割れを0.1ｍｍ単位で色分けして検出し、その結果を自動で

今後、当社施工の物流施設や工場などのひび割れ検査に順

図面に表示します。検査と図面作成の手間や時間を削減し、

次導入し、検査業務の効率化を図り、現場の生産性向上を目

従来の近接目視と比較して約40％の業務時間を短縮すること

指していきます。

ひび割れ検査ロボット 現場適用状況

ひび割れ検出状況

幅広い地質性状に対応した無水削孔ボーリング技術の開発
現在、高速道路の山岳トンネルで大規模なリニューアル工

に優れた超小型削孔機と、コンパクトに車載した設備を使用

事が進められています。山岳トンネルでのボーリング作業で

して、限られた空間内での効率的な作業を実現しました。

は、従来、削孔するために水を用いた削孔方法が一般的に用

本 技 術は 、エアーとボーリングロッドに 取り付けたスク

いられています。しかし、膨張性地山などでは、削孔するため

リューによる無水削孔と、削孔機がさまざまな姿勢でボーリン

の水が地山を乱すため、無水での削孔が有効と考えられます。

グ作業できることが大きな特長です。実際のトンネル内も含

また 、削孔対象となる地山は 、地質状況や地下水位が異なる

め 、複数の地質において試験施工を実施し、確実な施工を実

ことが想定されます。そこで、当社は基礎工事専門会社と共

現できることを確認しました。

同で、幅広い地質性状に対して、無水で削孔できるボーリング

今後、供用中の高速道路トンネル内の盤ぶくれ対策を中心

技術を開発しました。供用中の高速道路リニューアル工事等

に、高速道路リニューアル工事等への適用を目指していきます。

への適用を視野に入れ、一般車両への影響に配慮した機動性

供用中高速道路トンネル内の作業イメージ

HAZAMA ANDO CORPORATION
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コベルコ建機との建設機械の自動運転に関する実証実験実施
当社は 、建設現場の生産性の向上を目的に 、ICTを活用し

動運転ショベルが土砂の掘削からダンプトラックへの積み込

た建設機械の自動運転システムの開発に取り組んでいます。

みを行い 、その土砂の供給をもう1台の油圧ショベルが手動

建設現場での施工は、複数種の建設機械を使用して行う必要

運転で行うというものです。あらかじめ重機オペレータが油

があり、これまで振動ローラとブルドーザの自動運転システ

圧ショベルを操作した動作を教師データとして記録し、教師

ムを開発してきました。

データをもとにした自動運転が想定どおりにできることを確

今回、それらに続いて、現場で汎用的に使用する油圧ショベ

認しました。また、土砂山の形状とダンプトラックの「認識」に

ルの自動運転技術をコベルコ建機株式会社と共同開発し、

AIを適用しており、それらの情報をもとに動作の調整をしな

2020年11月に当社の技術研究所において、重機オペレータ

がら自動運転を行いました。

1名が通常の油圧ショベルを操作しながら自動運転ショベル

当社とコベルコ建機は、これらの共同研究の成果をもとに、自

の運転管理を行う実証実験を実施しました。具体的には 、自

動運転の高度化と実用化に向けこれからも協力していきます。

実証実験における自動運転の様子

ダンプトラックの荷台自動検知

連続ベルトコンベヤ工法における移動式クラッシャー遠隔操作システムの開発
当社ではICTにより山岳トンネル工事の生産性を大幅に高

す。掘削ずりの破砕状況をカメラ映像で確認しながら、状況に

める取り組みとして「山岳トンネル統合型掘削管理システム

合わせて移動式クラッシャー の動作調整を行い投入すること

（i-NATM ）」の開発を推進しています。その一環として、青

が可能なため、ずり投入作業が容易になります。また、移動式

山機工株式会社とタグチ工業株式会社と共同で、山岳トンネ

クラッシャー上に破砕状況の監視・機器操作を行う作業員を

ルでの連続ベルトコンベヤを用いたずり出し作業において、

配置する必要がないため、省力化・安全性向上に貢献します。

安全性と施工性の向上を目的とした「移動式クラッシャー遠隔

今後は連続ベルトコンベヤを設置するトンネル工事におい

®

操作システム」を開発しました。

て、本システムを順次導入展開する予定で、工事の大幅な生産

本システムは、ホイールローダの運転席に設置されたタブ

性向上を目指していきます。

レット型PCにより、移動式クラッシャー の遠隔操作が可能で

移動式クラッシャー（青山機工所有）

HAZAMA ANDO CORPORATION
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