つくば太陽光発電施設

新たな価値の創造に挑む。
15

企業として

私たちMAEDAは、エネルギー問題、まちづくり、防災・減災など
日本が抱える課題の解決に向け、意欲的に取り組みます。
これまで蓄積してきた確かな建設技術で
安全で豊かな未来づくりのために貢献します。

MAEDAのめざす“脱請負”～マネジメントの強みを活かして～
建設会社のこれまでの業態は、事業者から施工段階の工

“脱請負”の事業形態によっては、自らが事業者となって

事を受注する“施工請負”です。これに対し“脱請負”では、

運営にあたります。事業者となること＝事業リスクを負うこ

ものづくりの上・下流における建設サービスまで含めた広

と、
とも考えられますが、そのリスクを担保できるのは、私

い範囲を対象にします。すなわち、施工の上流側である開

たちの建設技術であると確信しています。

発（ファイナンスまで含めた企画・計画）から下流側のサー

新たなビジネスモデルへの挑戦を支える、確かな技術力。

ビスである運営・維持管理まで行い、
ゼネコンとしての施工

脱請負で手掛ける事業は、
これまで私たちが培ってきた力

力・技術力を活かしてコストダウンを図りながら、
フィーや

を最大限に活用できる場であるといえるでしょう。

配当などで収益をあげるビジネスモデルです。

脱請負概念図：従来の施工請負とその上下流
MAEDAがめざす“脱請負”の範囲
コンセッション事業

事業者
として
参画
請負範囲
の拡大

（例）給食センター、
小学校、駐車場
（例）メガソーラー事業
風力発電事業

PFI事業
再生可能エネルギー事業

上流

企画・計画

上流

（例）空港、
有料道路

CM※業務

指定管理者制度

※CM＝Construction Managementの略

（例）医療、福祉施設、公園など、公共施設の管理・運営

設 計

建 設
従来の施工請負
従来の“請負”の範囲

運営・維持管理

下流

点検・補修

下流

パート

1

（仮称）安岡沖洋上風力発電事業（イメージ）
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エネルギーのポートフォリオを考える
化石燃料を海外からの輸入に依存する日本では、温室効

ルギー供給を可能とするには多くの技術的課題があり、化

果ガスの問題と相まって、近年、安定供給が可能であり、地

石燃料や原子力への依存から再生可能エネルギーに舵を

球温暖化の原因となるCO2を発生しない原子力への依存度

切ることは、
必ずしも容易なことではありません。

を高めていました。
ところが、福島第一原子力発電所の事故

そのようななか、
「 環境経営」を掲げる当社は、同業他社

を経験して、
これまでのエネルギー調達を大きく見直す必

に先駆けて再生可能エネルギーへの取り組みを進めてき

要に迫られています。

ました。陸上風力発電施設の建設工事を通じたEPC技術

周囲を海に囲まれ、森林が国土の約7割を占める日本に

の取得に加え、社有地を利用した太陽光発電事業の経験

おいて、輸入に頼らず、危険を伴わない、第3の選択肢であ

から、再生可能エネルギー創出事業のノウハウを蓄積して

る再生可能エネルギーにシフトすることは一見簡単に思え

います。
これらを活かし、現在、山口県下関市における
「（仮

ます。
しかし、豊かな自然を破壊することなく、安定したエネ

称）安岡沖洋上風力発電事業」や、岩手県大船渡市におけ
る
「五葉山太陽光発電事業」などのビッグプロジェクトを、
事業者として計画推進しています。施設建設のみならず事
業運営に関わることは、総合建設業ならではの強みを活か
した
「脱請負」事業への展開でもあります。
現在の取り組みは、エネルギーに関する価値観の転換
を迫られている日本において、問題解決の糸口になるとい
えます。エネルギーを「効率的に創る」だけでなく、
「消費を
抑える」ことや「有効的に用いる」ことなど、エネルギーの
トータルバランスを考えた持続的な社会を築くことに、自
然と調和しながら生きてきた日本人の叡智が試されてい
るのではないでしょうか。そのために、私たちMAEDAが
できること。超省エネ技術やスマートシティなど、さらなる

五葉山太陽光発電所（イメージ）

挑戦に夢が拡がっていきます。

企業として

新たな価値の創造に挑む。

津波予測解析を用いた地域の安全・安心なまちづくり
東日本大震災に伴い発生した巨大津波は、安全と考えら

このようなシミュレーション解析技術は、今後ますます

れていた土木・建築構造物を壊滅状態に陥れ、多くの人命

発展すると思われます。ただ、技術の向上だけでなく、防災

を奪うなど、多大な被害をもたらしました。
この経験から、

対策を必要としている地域に寄り添い、まちの状況を深く

各自治体などでは、
これまで想定していた津波の高さや浸

知ることで、提案できる最適な対策を見極めなければなり

水範囲を見直さざるを得ない状況になっています。
こうし

ません。MAEDAは、皆さまのすぐ傍で「未来のまちをつく

た津波の被害を最小限にとどめるには、地震により発生す

る」
という視点を持ちながら、安全･安心なまちづくりに携

る津波を正確に予測すること、またその結果から適切な対

わっていきます。

策を導くことが重要なポイントとなります。
当社では、東海大学山本吉道教授の指導のもと、
「 津波
浸水シミュレーション」の技術を確立し、
お客さまへの提案
に活用しています。本技術は、沖合いの水深から海水位の

【図①】神奈川県湘南地区のシミュレーション結果
（慶長型地震を想定した津波のケース）

経時変化を入力し、非線形長波方程式を解くことにより陸
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域の浸水範囲や深さを経時的に予測します。
また一般的に

到達予測時刻自身発生後74分

陸地よりも河川遡上の速度が速いとされている津波の特
性も考慮しています。
このような結果を参考に、陸域に浸水する津波の到達時
間、その時の水深と強度を予測できるため、ハード面で、構
造物の必要な強度や高さを設計に反映させるだけでなく、
ソフト面で到達時間を考慮した避難経路の確保や訓練に
活かすことができます。
一つの事例として、神奈川県湘南地区のある物件に対応
したシミュレーション結果を紹介します（図①参照）。この
結果より、地震発生より避難経路となる橋までの津波到達
時間は74分、深度は約3.5mと算出されたため、地震発生
後、一時間程度で避難を完了させる必要があること、また
建物は4階程度以上の高さを持つ建物に避難する必要があ
ることがわかりました。

津波予測解析を用いた津波避難ビルの役割を持つ施設の一例

対象物件

避難経路になる橋

パート

1

官民が連携し公共サービスを担う～PPP／PFI事業へ
2012年12月に発生した笹子トンネル天井板崩落事

形態がありますが、なかでも積極的な活用が期待されてい

故が示すように、高度成長期に整備されたインフラの老

る方式がコンセッションです。コンセッションはPFIの実

朽化が進んでおり、今後迎える更新期への対応が課題と

施方法の一つであり、所有権を国や自治体が持ったまま、

なっています。加えて、震災を契機に全国各地で防災・減

運営権を民間に譲渡する方式です。
コンセッション方式で

災対策の強化が求められており、安心・安全な暮らしへの

は、民間事業者が自ら建設・運営・維持更新およびそれに

ニーズが高まっています。

伴う資金調達を行い、投下した資金を利用者からの料金

その一方で、我が国の財政状況は厳しく建設投資への

収入によって回収します。

余力は大きくありません。さらに、国や自治体は技術者の

コンセッション方式は欧米各国で幅広く活用されてお

採用を抑制しており、今後、公共事業に関わる人員が不足

り、
日本でも2011年度のPFI法改正でコンセッション方式

することが予想されます。

が認められて以来、空港、道路、上下水道などへの導入が

そこで、これまで国や地方公共団体が資金を調達し、整

検討されています。なかでも関西・伊丹空港や愛知県の有

備・運営してきたインフラ事業において、民間の知恵と資

料道路がコンセッション実施に向けて具体化しており、当

金を積極的に活用することで、
これらの課題解決とサービ

社はこれらの案件に対し積極的に検討を進めています。

ス水準の向上を図る取り組みが始まろうとしています。

これまでもPFIは実施されてきましたが、
国の成長戦略で

このような官民（公民）が連携して公共サービスを提

はこれまで以上に民間の創意工夫を活かすためのスキーム

供する仕組みはPPP（Public-Private Partnership）

が検討されています。社会資本整備に対するニーズが変化

と呼ばれ、その代表的な手法にPFI（ Private Finance

し、建設だけでなく企画や運営にまで携わることが求めら

Initiative）があります。PFIは公共事業に民間の資金、技

れつつあるのです。
このような社会的要請に対し、MAEDA
はこれまで培ってきた建設技術を活かし、パートナー企業

術、経営能力を活用する手法です。
PPPには官民の役割や影響度の違いによるさまざまな

PPP（公民連携）
の領域

PPPの類型（イメージ）
純粋の民間事業

❸

民
通常の民間事業

PPP（官民連携）

民の関与

公の関与

資産保有

民間活動等支援

❷

公有資産の
活用による事業創出

民間による
公共サービス提供

純粋の公共事業

PPP
（公民連携）
事業
❶

とも連携しながら積極的に取り組んでいきます。

公共の領域

BOT
BTO

コンセッション

包括的 指定管理者
民間委託

民間の領域

官民連携開発事業

PFI

公設民営

公的空間の
利活用

通常の公共事業

官
内閣府「PFIアニュアルレポート
（平成17年度）」

事業運営

民

「国土交通省総合政策局資料」
に追記
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ヨコハマインディア施工状況（2013年6月時点）

信頼関係を世界で活かす。
19

企業として

建設事業は、安全や品質、環境配慮など多くの課題について
コミュニケーションを駆使し、企業や人、地域とともに成し遂げるプロジェクトです。
私たちMAEDAが持つ課題解決力とコミュニケーション能力で
世界のお役に立ちたいと考えています。

悠久の地・インドでの挑戦
広大な国土、豊かな天然資源、約12億人を擁する大国、
インド。
その巨大な市場に当社は2006年から日系企業とと
もに進出。2011年5月、首都デリーに現地法人・マエダイン
ディアとして新たな第一歩を踏み出しました。
2012年、
インド北部ハリヤナ州において、
横浜ゴム株式会

完成予想図

社の現地法人、
ヨコハマ・インディアの工場を受注しました。
ヨコハマ・インディアは、
これまでの高性能・高品質なタイヤ

り組んでいます。
インドの文化や慣習を尊重しながら、工期

の輸入販売から、
現地での生産販売への移行という新たな展

厳守、
安全管理、
品質確保などには日本流を導入・徹底してい

開に向け、本工場の建設を決断されました。
タイヤの品質確

ます。同時に、協力会社がより高い技術を習得できるよう指

保に必要な設備などの要望にも応えるべく、
計画段階から綿

導も行っています。本工事着手前には、
日本企業が求める品

密な意見交換を行い、
設計や施工計画に反映させています。

質を知り、
オールMAEDAで取り組む姿勢を感じてもらうた

マエダインディアでは、
インド各地の優れた協力会社を選

め、横浜ゴム株式会社の工事実績があるタイにおいて、
技術

定し、
日本人スタッフ、
現地スタッフが連携しながら業務に取

研修を実施しました。協力会社の技術と品質が向上し地元
から信頼を得ることで、
当社の施工品質向上はもとより、彼

横浜インド工場作業所のメンバー

らのビジネスチャンスがより広がると考えているからです。
高品質の建物をお客さまに引き渡し、
ご満足いただくのは喜
びですが、
協力会社が力をつけ、
私たちのよりよいパートナー
となっていくのを見るのもまた、
大きな喜びの一つです。
お客
さまに加えインド社会に対しても、
私たちの技術力とコミュニ
ケーション力でお役に立ちたいと、
日々挑戦を続けています。

パート

1

信頼を大切にした、米国でのものづくり
北米の自動車産業の中心地、
ミシガン州デトロイト近郊
に事務所を構える米国出張所。1985年、お客さまの米国
製造拠点設立にあわせて当社も進出し、主にミシガン州
および中西部各州へ進出する日系自動車関連企業の工場
や、研究施設建設プロジェクトに携わってきました。
2012年にはNTN株式会社の米国における製造会社、
American NTN Bearing Manufacturing Corp.のエル
ジン西工場増築工事を受注しました。施工に際しては、稼
働中の工場のすぐ隣で各種作業を行うため、工場従業員や
協力会社作業員の安全確保が最優先事項でした。全作業
員に対して安全プログラムの受講を義務づけ、修了証明と
して各人のヘルメットに修了シールを張り、作業員の安全

米国出張所のメンバー

20

意識向上に努めました。
バックグラウンドが異なるさまざまな文化、価値観、宗
教、そして基本的人権が尊重され、かつ法律で強固に守ら
れていること。
これが米国の建国以来続く発展の原動力で
あり、多くの人々を魅了する点だと感じます。
私たちはこの国の優れた方法を積極的に取り入れなが
ら、そのなかで日本流をしっかりと前面に出し、協力会社
や設計事務所との信頼関係を築いています。またお客さま
との信頼関係についても、施工者としての立場だけではな
く、お客さまとともに試行錯誤しながら、最良の建物を完
成させて引き渡すというゴールを掲げ取り組んでいます。
エルジン西工場（イリノイ州シカゴ近郊）

環境保全で地域も活性化！
～タイマエダ～

地域の子どもたちと集合写真

タイ王国コンケンの学校において、タイマエダの社員7名（うち
現地スタッフ4名）
とともに、公益財団法人オイスカ「子供の森計
画」の環境活動に参加しました。
「 子供の森計画」
とは、子どもた
ちの環境保全への意識向上と、学校を中心とした活動の展開に
よる地域活性化を目的としたオイスカ独自のプログラムです。当
社は、
タイにおけるこの活動を支援しています。
今回の活動では、オイスカによる当社スタッフへの環境教育、
生徒とひまわりの種植え、当社事業の概要説明、そして生徒との交流会を行いました。タイマエダの現地スタッフの積極的
な協力により、生徒との交流がより深まり、今後につながる有意義な活動となりました。
今後も環境を通した地元との交流を継続的に実施し、地域に必要な価値を見つけ、提供していきたいと考えています。

笑顔で記念撮影（2012年新入社員）

豊かな自然をはぐくむ。
21

企業として

私たちMAEDAは、事業以外の環境活動にも力を注いでいます。
地球をMAEDAの投資者と考え、事業で生み出した利益の一部を
株主である地球に還元するしくみ、
「 地球への配当」。
子どもたちの笑顔や美しい地球の未来に向けた取り組みです。

MAEDAの森でひとづくり
私たちMAEDAは、何事においても最も大切なのは「ひ
と」
であると考えています。環境経営No.1を掲げ、事業・企

「もう少し時間があれば、もっといい仕上げができた」、
「森林整備をする方が、少しでも楽になると嬉しい」。

業・個人の領域で環境活動を行っていますが、それを推進

MAEDAの環境活動を通じ、入社後初めて成果物を作

するには、社員や家族の環境意識の高まりと、私たちは自

り上げた満足感と、建設業が社会に果たす役割が彼らの

然とともに生きているということに対する気づきが必要で

心のなかで一致した時、そうした声が聞こえてきます。

す。2012年度より、
「 MAEDAの森佐久」で、MAEDAの環
境活動とものづくりの実践を兼ねた、新入社員研修を実施

よりよ い ま ち づくり、未 来 づくりの た め に 、私 た ち
MAEDAはひとづくりにも力を注いでいます。

しています。
「全国MAEDAの森」は、
「 MAEDAグリーンコミット」
と
して、企業として行っている環境保全活動の一つです。地
元やNPO、NGOの皆さま、
そして社員と家族が一緒になっ
て、植樹や下草刈りなどの森林保全活動を行っています。
新入社員は、現地にてNPO法人「森のライフスタイル研
究所」
「 信州そまびとクラブ」の皆さまから講義と指導を
受けたのち、
「 工期1日、森林整備作業を行う人のために歩
道をつくる」
という課題達成に向け、危険予知、現地踏査、
ルート設定、施工計画を自分たちで検討し実行します。最
初は困惑しながら斜面を見上げている新入社員も、終盤に
はみな互いに声を掛け合い、
より歩きやすい道の完成をめ
ざしてクワをふるうようになります。

現地踏査前、
ルートを確認する
（2013年新入社員）

パート

1

絵本で学ぼう！子どもたちへの環境教育
私たちMAEDAは、未来を担う子どもたちへの環境教育

１巻目は『ボクの家はジャングル!?』
と題し、ひとと森の

も重要だと考えています。そこで昨年より
「MAEDAグリー

かかわりや歴史、世界の森と日本の森について、主人公の

ンコミット」の５つの活動プランの一つ、
「 MAEDAエコス

男の子と一緒に考えてもらえる内容となっています。子ど

クール」の一環として、子どもたちへの環境教育支援を目

もたちが、いま地球が抱えている問題を知り、森への興味

的に、
『「MAEDAの森」の課外授業』
シリーズと銘打った絵

や環境への関心が芽生えるような話題を盛り込みました。

本の制作を行っています。全５巻の発行を予定しており、現

子どもも大人も目で楽しめる、鮮やかで温かい絵も好評で

在は3巻目を制作中です。

す。絵本は環境イベントなどで子どもたちにプレゼントし

制作にあたっては、森づくりを中心としたさまざまな活
動を日本各地で展開しているNPO法人樹木・環境ネット

ています。2巻目では生物多様性を取り上げています。
子どもたちの瑞々しい感性が生み出す反応の一つひと

ワーク協会に監修いただき、森林の果たす役割や森と水、

つに、私たち大人もはっとさせられることが多々あります。

土の関係、森を守ることの大切さを伝える絵本づくりをめ

この絵本がご家庭で、環境問題を考えるきっかけになって

ざしています。

ほしいと願っています。

おうちで
読んでね。

子どもたちにプレゼント

監修 ：NPO法人樹木・環境ネットワーク協会
絵 ：しがさやか
文 ：小坂井良子
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