CORPORATE PROFILE
2020

KDDI エンジニアリング株式会社

VISION
現場力で
未来を切り拓く

ご挨拶

KDDI エンジニアリングは、

当社は、KDDI 株式会社の通信インフラを建設と保守の両面からサポートする戦略子会社として
発足した、KDDI グループの中核企業です。

通信インフラの建設から保守までワンストップでエンジニアリングします。

、IoT、AI、ビッグデータをはじめとする技術の進展を背
社会は、5G（第5世代移動通信システム）

5G 、IoT、AI、ビッグデータが世の中を変革する時代、

景として、通信・インターネットの活用ですべての産業が変革するデジタルトランスフォーメーショ

確かな通信インフラを通して、おもしろい未来の実現を支えていく会社です。

ンの時代を迎え、急速な変貌を遂げつつあります。
こうした中、KDDI グループは、通信サービスを中心に置き、あらゆるお客さまとの接点を通じて新
しい体験価値を提案し続けることで、事業戦略の核となる「通信とライフデザインの融合」をより

5G への進化とともに

一層推し進め、国内外において5G、IoT の時代に求められる新たな価値創造に取り組んでいます。

急速な普及を遂げたスマートフォンやタブレットをはじめとする情

豊かなコミュニケーション社会の発展に貢献することを企業理念とする当社は、
「現場力で未来を
切り拓く」をビジョンメッセージとして掲げ、強靱で高品質な通信インフラの建設と保守を通じて

KDDI グループの事業戦略の基盤となる通信サービスを支えてきました。さらに厳しさをます環境
変化に対応し、将来に向けて変革すべく、既存事業の深掘りと集約を図るとともに、お客さま視点

2020年4月
KDDI エンジニアリング株式会社
代表取締役社長

に立った新規領域拡大への挑戦を一段と加速させ、すべての人に最も信頼される総合エンジニア
リング企業を目指してまいります。

佐藤

進

報端末は、世界中に張り巡らされた無線基地局や固定系ネット
ワークの通信設備を通して結び付き、日々膨大なデータがボーダ
（第5
レスでやり取りされています。間もなく本格稼働が始まる5G
世代移動通信システム）
への進化とともに、身の回りにある様々な
デバイスがネットワークでつながり、さらなる通信とライフデザイン
の融合が思いもよらないワクワクするような体験価値を創造して
いくことでしょう。

KDDI グループは、

企業理念

全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、
お客さまの期待を超える感動をお届けすることにより、
豊かなコミュニケーション社会の発展に貢献します。

収 益モデル
変革

体験価値

金融
ヘルスケア
体験価値

サービス業
エンター
テインメント

お客さま
通信

コマース

体験価値

エデュケーション
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お客さま
通信

業務
効率化

個人のお客さま

小売業

新ビジネス
創造

運輸業
建設業

エネルギー

体験価値

製造業

金融業

エンドユーザー
体験価値

農・林・漁業

法人のお客さま
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VISION
現場力で未来を切り拓く

通信の基盤を支え続ける

持続的な成長に向けて

お客さまの視点に立った事業運営

まさしく変革の時代を迎え、KDDI グループはこれからも通信サー

社会基盤として通信インフラに求められる役割や重要性は今後も

常に通信サービスをご利用いただくお客さまの視点に立ち、ネット

ビスを事業の中核に据え、競争力のあるネットワークを構築して絶

ますます高まることでしょう。KDDI エンジニアリングは、これらの環

ワークが構築されている各地域に密着した建設・保守を通じて、お

え間なく磨き上げていきます。人々の暮らしに欠くことのできないラ

境変化に対応すべく、さらに品質・生産性を向上させることで持続

客さまサービスのさらなる向上に貢献するため、全国各地に分散

イフラインとして、ますます高い品質と信頼性が求められる通信サー

的な成長を目指しています。そのために、IT・データ活用による執行

していた機能・業務を各事業の本部組織に集約して効率化を図

ビスの基盤を、24時間365日、途切れることなく建設・保守の現場

管理の精度向上、業務プロセスの統廃合や自動化による業務効率

るとともに、主要都市の拠点並びにパートナー各社との間で絶え

からしっかりと支え続け、安心・安全で快適なコミュニケーション環

化、そして、将来を担う社員一人ひとりのスキルアップを図り、さら

ず連携しながら事業運営を展開しています。

境をサポートする、そして、お客さまの思いをつなぎ、お客さまの笑

なる現場力の向上を推進しています。

顔をお届けする。それが私たちKDDI エンジニアリングの使命です。

多発する自然災害、
一刻も早い復旧を目指して
日常の点検やサービス品質向上の取り組みとともに、設備の異常
や故障が万一発生した場合は全力を尽くして迅速に通信サービ
スを復旧すべく24時間体制でサポートを続けています。近年、国
内では各地で地震や豪雨などによる甚大な自然災害が生じ、ネッ
トワークの寸断や大規模な停電から多数の基地局が停止する事

ネットワークセンター
ネットワークセンター

データセンター

態に直面してきました。このような非常事態では、たくさんの方々

電気
通信設備

が大切な連絡手段として携帯電話を利用できるようにしてほしい
電気
通信設備

LAN/WAN

KDDIグループ
ネットワーク
FTTB

5G/4G/3G/LTE

Wi-Fi

FTTH
CATV
WiMAX/WiMAX2+
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と待ち望まれています。KDDI エンジニアリングは、お客さまの願

ノウハウを生かして事業を拡大

安全推進への取り組み

通信インフラの保守を主たる事業としてスタートした KDDI エンジ

「安全」は社会的責務であり、お
KDDI エンジニアリングにおいて、

思いで現地に駆けつけ、社員一丸となって通信サービスの復旧作

ニアリングは、au をはじめ KDDI や KDDI グループ会社が国内外

客さまに安定したサービスを提供するための最優先課題です。現

業にあたっています。

で提供する移動体通信サービスの無線基地局など通信インフラ

場で作業する人も管理する人も、共に働くすべての人が危険に対す

を建設する事業にも取り組んできました。近年では KDDI グルー

る感性を高め、作業に潜む危険を発見してその芽を摘まなければ

プのネットワークインフラ構築・運用保守で培ったノウハウを生か

なりません。このことを心に刻み、常に安全優先で行動すべく、

して、通信設備以外の施設や、KDDI グループ以外のお客さまに

ISO26262の規格に準じた機能安全手法を導入し、手順書や日々

ご提案するソリューションビジネスを手掛けており、将来に向けて

のミーティングを通じて実践しています。また、情報セキュリティの

さらに新たな事業領域の拡大にチャレンジしていきます。

徹底に関しても、全社をあげての取り組みをたゆまず続けています。

いにお応えし、一刻も早く安心してご利用いただきたいという熱い

KDDI Engineering Corporate Profile
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Business
Development
事業展開

建設・保守で
通信の基盤を支える
KDDIエンジニアリングは、
人々の暮らしに欠くことのできないライフラインとして、
ますます高い品質と信頼性が求められる通信サービスの基盤を、

24時間365日、途切れることなく建設・保守の現場からしっかりと支え続け、

安心・安全で快適なコミュニケーション環境をサポートしています。

通信インフラの建設事業
電気通信設備の設計・施工・施工管理

モバイル建設

KDDI および KDDI グループ会社が提供する通信サービスのバッ

•KDDI が展開する au 基地局建設工事、および Wi-Fi AP（アク

クボーンとなる、モバイル系・固定系・アクセス系のネットワークイン

セスポイント）
設置に係る業務委託
（計画策定、施工・工程管理、

フラ構築に伴う、工事設計・施工・施工管理業務、およびこれらに

品質管理、コスト管理）

関わる安全・品質管理業務を行っています。

•UQ コミュニケーションズが展開する WiMAX 基地局の建設業
務（オーナー交渉、エリア設計、工事設計、施工、工程管理）

•KDDI グループ移動体通信のエリア品質業務、エリア申告対応

ネットワーク建設
•KDDI ネットワークセンターおよび全国の NTT GC 局、首都圏
AP 局における伝送・ノード・IP・Ethernet・サーバ等の工事設
計・施工管理業務

•KDDI ネットワークセンターおよび NTT GC 局、首都圏 AP 局に
おける IP・Ethernet・伝送設備の試験業務
「光ダイレクト」等の開通支援業務
•KDDI が提供する「auひかり」
（現地調査、設計、通信機器設置・増設工事、回線接続工事等）

業務（電波伝搬シミュレータによるエリア設計／解析、スマート
フォン／電波測定器による通信品質調査および各種データ分
析、解析によるエリア改善対策の立案と実行）

ファシリティ建設
•KDDI ネットワークセンターの受変電・発電機設備、UPS・直流
電源装置等の通信電源設備、空調・冷熱源設備等、ファシリ
ティ系における工事設計・請負工事・工事管理および保守管理

•CATV 事業者のファシリティ設備の新設、増設、更改工事および
部品交換を含めた点検保守作業
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Business
Development
事業展開

通信インフラの保守事業

新規事業

電気通信設備の運用保守支援

様々な新規分野に事業を拡大

KDDI が展開する au 基地局や au ひかり宅内機器、UQ コミュニ
ケーションズが展開する WiMAX 基地局等に関わる運用保守支

通信インフラの建設・保守で培ったノウハウを生かして、様々なファ
シリティの建設やシステムの構築によるソリューションビジネスの受

援業務を行っています。

注拡大を図るとともに、新興国における海外での技術支援に貢献
するなど、新たな分野に事業を拡大しています。

迅速な設備故障復旧業務
• 基地局設備故障発生時に KDDI、UQ コミュニケーションズの
集中運用センターから依頼を受け、通信設備等の故障切り分け、
試験、故障設備交換等の復旧を遠隔およびオンサイ卜で実施

•KDDI が提供する「au ひかり」等の故障復旧をオンサイトで実施

運用支援業務
• 基地局設備の故障要因分析管理や予備品手配管理の運用支援
• 基地局装置等のソフトウェア更新作業
• 基地局アンテナや局舎設備の定期・予防保全（点検）作業

KDDI かけつけ設定サポート業務
お客さま宅内に技術員が伺い、宅内機器
（モデム・PC 等）
の接続・
設定をサポート

海外通信事業者への技術支援
•ミャンマーの国営通信事業者 MPT（Myanma Posts and
Telecommunications）と、KDDI・ 住 友 商 事 の 合 弁 会 社
KSGM（KDDI Summit Global Myanmar）が共同運営する
ミャンマー国内通信インフラ事業への技術支援を実施

• モンゴルにおいて、携帯・固定通信、衛星通信、ICT 分野でサー
ビスを提供している総合通信事業者 MobiCom への技術支援を
実施

豊富な実績に基づく
確かなファシリティ建設
• ネットワークセンターやデータセンターをはじめとする豊富な実
績に基づく通信インフラ以外のファシリティにおける電気・電源・
空調・照明設備等の建設工事、セキュリティシステム等の構築・
保守

• 自治体防災センター等におけるマルチモニターシステム・デジタ
ルサイネージ・監視カメラ等の設置工事、au 直営店舗のネット
ワーク構築作業

• 携帯電話基地局開設に伴うテレビ受信障害対策（一般社団法
人700MHz 利用推進協会からの委託事業）

移動体基地局
（無線局）
の
登録検査業務
「登録検査等事業者制度」による登録検査事業者として全国の
無線局の登録検査業務を実施
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Business
Development

生き生きと働ける会社を目指して

事業展開

KDDI エンジニアリングでは、日々のあらゆる作業において、自ら問題を発見し、
解決策を考え、実行する個人・組織の力を「現場力」と定義し、
全社員が力を合わせて業務改善を積み重ねながら共に成長を続け、
やりがいを感じて生き生きと働ける会社を目指して、人財の育成や
働きやすい職場環境の提供にも積極的に取り組んでいます。

独自の「技能認定制度」を導入

健康経営の推進

社員に求められる資格取得、研修受講、業務スキルを体系化し、技能レベルを3段階
（トリプ

KDDI エンジニアリングは、社員が幸せで活力ある企業であり続け

ルスター〜シングルスター）
で判定する技能認定制度を導入して、キャリア形成を支援して

るために、社員の「健康」を重要な経営課題として捉え、
「全従業

「健康経営優良法人2020
（大規模法人部門）」の認定

います。トリプルスターは、担当プロジェクトのリーダーとして全体管理や業務執行管理が

員の物心両面の幸福を追求すると同時に、お客さまの期待を超え

KDDI エンジニアリングは、2019年に続き、2020年の「健康経営
「健康経
優良法人2020（大規模法人部門）」に認定されました。

できる者と定義し、所定の公的資格取得および社内研修を修了した社員を認定しています。

る感動をお届けすることにより、豊かなコミュニケーション社会の

営優良法人」
とは、経済産業省と日本健康会議が共同で、特に優

発展に貢献します」
という企業理念のもと、社員一人ひとりの健康

良な健康経営を実践している法人を評価し認定する仕組みです。

を組織で支える健康経営を推進し、豊かな未来に向けて挑戦し
続けることを宣言しています。

トリプルスター

ダブルスター

シングルスター

1. 社員自身が自律的に健康の保持・増進に取り組むことを積極的に支
援します。

プロジェクトリーダー

サブリーダー

2. 社員と社員の家族が笑顔で過ごせるよう、会社・KDDI 健康保険組
合・KDDI 労働組合が一体となって、心身の健康作りを推進します。
3. 社員の心身の健康の保持・増進への取り組みにより、KDDI エンジニ

メインプレーヤー

「技能コンテスト」の開催

アリングに「健康を大切にする文化」を定着させ、社員の活力と生産

社員一人ひとりが技能向上に挑戦し、高度な技能の習得を全社で称え合

・基地局社内検査競技

・電波防護指針検討競技

う風土の醸成と、社会に必要とされる人財の育成を目的として、毎回、全国

・臨時可搬設営競技

・ドローン操縦競技

の拠点から100名もの社員が参加し、様々な競技種目に分かれて技能を競

・情報ネットワーク施工競技

・可搬型基地局設営競技

・UQ 基地局設置競技

・災害時応援対応競技

い合う技能コンテストを開催しています。

性の向上を追求します。

・電気工事士技能競技

公的資格取得者数（2019年10月現在）
監理技術者（建業法）/ 電気工事業

62名

CCNA

4名

監理技術者（建業法）/ 電気通信工事業

43名

情報処理安全確保支援士

1名

監理技術者（建業法）/ 管工事業

11名

情報処理技術者 / ネットワークスペシャリスト

1名

情報処理技術者 / システム監査技術者

1名

LPIC（Linux 技術者認定試験）/ レベル2

6名

電気工事士 / 第一種
電気通信主任技術者 /（伝送・線路）
電気主任技術者 / 第三種
陸上特殊無線技士 / 第一級、第二級、第三級

09

KDDI Engineering Corporate Profile

47名
116名
18名
654名

工事担任者 / AI･DD 総合種

278名

ドローン運航者（全国）

180名
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企業情報 （2020年6月11日現在）
会社概要

沿革

許認可・資格

社名

KDDI エンジニアリング株式会社

2005年4月

株式会社 KDDI テクニカルエンジニアリングサービス設立

設立

2005年4月1日

2005年6月

無線局登録点検事業許可

2005年7月

特定労働者派遣業届出

2005年8月

特定建設業（電気工事業、電気通信工事業）許可

2005年10月

ビル管理事業

2005年

au 無線基地局保守 開始

本社所在地
代表取締役社長
資本金

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目22番7号
佐藤

新宿文化クイントビル

進

15億円（KDDI 株式会社100％）

許可番号：国土交通大臣許可（特 -1）第23357号

開始

1,406名

通信設備運用保守支援

事業内容

通信設備の建設工事・運用保守支援、コンサルティング、工事設計施工、保守運用業務の提供

ADSL 設置工事・保守 開始

開始

無線局登録検査等事業
登録番号：関検第0029号

KDDI かけつけ設定サポート業務 開始

http://www.kddi-eng.com/

ネットワークセンター電力設備工事

開始

au ひかりFTTH 開通支援管理 開始

役員一覧
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一般建設業（消防施設工事業）
許可番号：国土交通大臣許可（般 -1）第23357号

従業員数

URL

特定建設業（土木工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、
電気通信工事業、とび・土工工事業、管工事業、
塗装工事業、解体工事業）

2006年7月

ISO9001認証取得（特定事業所）

2007年1月

ISO14001認証取得

2007年7月

特定建設業（管工事業）許可

古物商業（機械工具類）
許可番号：東京都公安委員会許可第304361008602号
登録電気工事業者
経済産業大臣届出 第27038号

ISO9001認証取得：MSA-QS-4377

代表取締役会長

内田 義昭

2008年2月

特定建設業（土木工事業一式）許可

代表取締役社長

佐藤

進

2008年

WiMAX 無線基地局建設・保守 開始

電気通信施設、電気施設の設計・施工・引き渡し後の活動
およびエンジニアリング

代表取締役執行役員専務

重留

正和

2009年11月

ISO27001認証取得

電気通信施設、電気施設の運用・保守・点検

取締役執行役員常務

大嶽

太宏

2009年12月

国土交通大臣特定建設業（土木工事業、電気工事業、
管工事業、電気通信工事業）許可

移動体基地局のエリア品質設計および解析

取締役執行役員

加藤

高尚

2010年5月

取締役執行役員

鍋谷

幸一

国土交通大臣特定建設業（とび・土工工事業、
鋼構造物工事業）許可

2010年9月

古物商営業許可

取締役執行役員

高畑

謙吾 モバイルプロセス本部長

2010年

KDDI アクセスネットワーク工事管理・設計業務 開始

取締役

愛須

一郎

2011年3月

建設コンサルタント業

取締役

大河内 恭雄

2011年

au 無線基地局建設 開始

監査役

住吉

浩次

監査役

大野

仁

監査役

江副

滋

執行役員

小水

俊明 モバイルエンジニアリング本部長

執行役員

森下

典昭

執行役員

仲西

義宏 リスクマネジメント本部長

執行役員

石井

博之 モバイルメインテナンス本部長

執行役員

濱口 祐吉 プロセス改革本部長

KDDI Engineering Corporate Profile

事業管理本部長

電気通信施設および付帯施設の設計・管理

ISO14001認証取得：JQA-EM3768
ISO27001認証取得：SCUK022399IS

国土交通大臣登録

Wi-Fi AP 機器設置 開始
2012年4月
2012年

「KDDI エンジニアリング株式会社」へ社名変更
モバイル通信設備トンネル内構築工事
太陽光発電所建設・保守

経営管理本部長

開始

開始

CATV ファシリティ設備工事・保守 開始
2013年5月

国土交通大臣一般建設業（消防施設工事業）許可

2013年6月

無線局登録検査等事業許可

2014年5月

一級建築士事務所

2014年

700MHz テレビ受信障害対策 開始

2015年

ミャンマー通信事業サポート 開始

2016年2月

登録電気工事業者

2017年2月

国土交通大臣特定建設業（塗装工事業）許可

2018年

モンゴル通信局舎建設補助業務

東京都知事登録

経済産業大臣届出

開始

KDDI Engineering Corporate Profile
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組織図 2020年4月1日現在

リスクマネジメント本部
プロセス改革本部

内部統制部

所在地
東日本支社 札幌支店

業務システム部
情報システム部

事業管理本部

事業企画部
新規事業推進部

株主総会

営業部
技術品質管理部

取締役会

安全品質管理部

監査役
モバイル統括本部

会

業務管理部
事業調整部

長
モバイルプロセス本部

社

東日本支社 仙台支店

工程管理センター

東日本支社 金沢支店

発注検収センター

長

置局センター

西日本支社 広島支店

設計センター

経営会議

東日本支社 小山支店

工事センター

本社、東日本支社 南関東支店

西日本支社 福岡支店

免許諸元センター
拠点統括センター

モバイルエンジニアリング本部

品質サポート部
基地局建設工事部

モバイルメインテナンス本部

東日本支社 名古屋支店

メインテナンス管理部

西日本支社 大阪支店

モバイルサポートセンター
東日本支社

西日本支社 高松支店

西日本支社

ネットワーク本部

ネットワーク建設部
ネットワーク監視センター
ファシリティ建設部
グループ事業支援部

アクセス本部

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-22-7
新宿文化クイントビル

ネットワーク管理部
固定アクセス回線開通部
モバイルアクセス回線開通部
光インフラ建設部
アクセスサポートセンター
700M対策推進室

経営管理本部

■本社

経営企画部
購買部
経理部
人財開発部
総務・人事部

■支社・支店
東日本支社

西日本支社

札幌支店
〒060-0051 北海道札幌市中央区南一条東6-2-5
KDDI 北海道ビル

大阪支店
〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見2-2-72
KDDI 大阪第2ビル

仙台支店
〒980-0023 宮城県仙台市青葉区北目町7-27
KDDI 仙台第二ネットワークセンター内

広島支店
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀16-11
スタートラム広島

小山支店
〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1828
KDDI 小山ネットワークセンター内

高松支店
〒761-0450 香川県高松市三谷町121-1
KDDI 高松テクニカルセンター内

南関東支店
〒163-8003 東京都新宿区西新宿2-3-2
KDDI ビル
名古屋支店
〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池4-6-23
DF ビル本館

福岡支店
〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜2-3-9
KDDI 福岡第二ネットワークセンター内

金沢支店
〒920-0332 石川県金沢市無量寺町ハ45番地
KDDI 金沢ネットワークセンター内

13

KDDI Engineering Corporate Profile

KDDI Engineering Corporate Profile

14

KDDI エンジニアリング株式会社
CORPORATE PROFILE 2020

http://www.kddi-eng.com/

Printed in Japan

