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わたしたち熊谷組グループは持続可能な社会の形成に貢献し、
安全と品質、生産性を向上させる技術の開発に取り組みます。

同時に社員一人ひとりの個性と能力を活かし、活力のある企業を目指します。
「技術力」と「人間力」――。

人々が集い、ふれあいながら安心して心豊かにくらすことのできる場所をつくるために、
わたしたちはこのふたつを掛けあわせた「独自の現場力」を高めます。

　熊谷組の初めての特許出願は、昭和30年9月にトンネル
の土砂搬出装置「発明の名称：粗粒粉体の積込装置」から
始まります。当時の建設業界での特許出願は珍しく、技術を
保護し、独自性を主張するための手段として、特許制度を利
用する姿勢は先見性があったことがうかがわれます。現在
に至るまで当社では、5,000件以上の出願を行っており、近
年は技術開発体制の強化に伴い出願件数も増加傾向にあり
ます。
　当社の特許出願の特徴は、発想を大事にし、提案された技
術は、なるべく制約することなく出願することにあります。
経営的に重要視する技術はもちろんのこと、現時点では実
現が難しいものや、業種を超えたものでも、先進的なものや
ユニークなものであれば積極的に出願するようにしていま
す。また、現場からの改善・改良技術についても対応できる
仕組みが整っており、現業に直結した技術の出願も行って
います。
　また、出願に際しては、技術開発の初期段階から技術者と
連携するようにし、質の向上と、他社特許の侵害回避に努め
ています。
　2018年度の特許出願の主な分野については、現場の効
率化、省人化のためのIT・ロボット技術、新事業領域に向け
ての介護支援関連や、木造関連技術、循環型社会実現のた
めの再資源化、エネルギーの効率利用技術、住まいの品質向
上のための音環境技術等、件数のみでは計れない、バラエ
ティーに富んだ内容になっています。

特許施策
　熊谷組では良質な建設サービス業の提供と持続可能な社
会の形成に貢献し、熊谷組グループの提案力の強化と建設
工事の生産性向上に寄与するべく、技術本部を中心に土木
事業本部、建築事業本部、安全品質環境本部と連携して技
術開発を進めています。技術本部では「循環型社会への対
応」「社会的なニーズに対応する研究開発」「生産性向上や
安全に資する技術開発」という3つの項目を設け、技術開発
に取り組んでいます。

熊谷組第1号特許

　熊谷組は2018年に創業120周年を、技術研究所は開所
30周年を迎え、7月26日には開所30周年の記念式典を執
り行いました。グループ会社社長、そして業務・資本提携
している住友林業の市川社長らを招き記念植樹をしました。
植樹したのは「太閤千代しだれ」という桜で、住友林業がク
ローン技術で京都・醍醐寺の桜を増殖させたものです。
　研究所の常駐者は2019年4月現在で約50名です。20
～30歳代の若手が28名となり所員全体の半数以上を占め
ています。若手所員らは勉強会を開くなど、活発なコミュニ
ケーションを行っています。このような勉強会の場からイノ
ベーティブな発想が生まれる可能性があると考えています。

技術開発体制

技術本部 技術研究所

基盤技術研究室

防災技術研究室

環境工学研究室

地球環境研究室

技術開発体制

新技術創造
センター

開発第一グループ

開発第二グループ

技術企画部
企画調査グループ

管理グループ

知的財産グループ

開発第三グループ

技術研究所―新たなステージに向けて
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① 計測作業時間の短縮
② 計測員の負担軽減とコスト低減
③ 広範囲を一人で計測することが可能
④ 自動計測中のモニター確認が可能
⑤ 手動計測も可能
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高める

　雨が止んだ後に上階のベントキャップにたまった水が
水滴として下階ベントキャップに落下し、居室内で水滴落
下音が発生する場合があります。近年の共同住宅では、居
室内が非常に静かな環境となる場合が増えています。その
ため、ベントキャップへの水滴落下音が居室内で聴感上大
きく聞こえ、「気になる」という指摘がありました。
　ベントキャップ筐体の天端に金属性の水滴受板とばね
により構成される防振機構を取付けることで水滴落下音
を大幅に低減することができました。
　開発したベントキャップは、対策を行っていないベント
キャップに比べA特性音圧レベルで約30dB低減しまし
た。居室内では、水滴落下音のA特
性音圧レベルが30dB程度とな
り、居室内が静かな環境であっ
ても聴感上「微かに聞こえる」
または「ほとんど聞こえない」
レベルになりました。
　なお、本製品は三菱地所レジ
デンス（株）と（株）メルコエア
テックとの共同開発です。

　従来の方法による床コンクリートのひび割れ等の検出・
計測・記録は、たいへん多くの手間と時間を必要としてい
ます。そのため、省力化技術や、確度を向上させる技術が求
められていました。さらに、老朽化が進む構造物の増加に
ともない、こうした構造物に対応する検査技術のひとつと
して、ひび割れ計測の技術開発や改良は、ますます重要な
ものとなっています。
　熊谷組が開発した「ひび割れ自動計測ロボット」は、自動
走行台車にカメラを搭載し、床面を連続撮影します。
　撮影した写真は走行時に自動取得した位置データと照
合し、配置・合成されます。こうして合成された画像デー
タから『ひび割れ自動検出・図化システム』によってひび
割れ幅やひび割れ長さを自動検出し、正確な位置データを
持つひび割れ図をCADデータとして出力します。

社会価値を創出する技術

ひび割れ自動計測ロボット

屋外実験ヤード

ひび割れ測定時の様子

防振機構

ひび割れ自動計測ロボットの主な特徴

　2018年、開所30年を迎えた技術研究所は、約49万m2

の敷地面積に、本館をはじめとした10の施設を備え、基礎・
応用研究を行ってきました。
　これまでの基礎研究に加え、情報化・省力化施工やオー
プンイノベーションに対応する技術を研究開発する必要に
応えるため、2017年度より技術研究所の施設整備に取り
組みました。

屋外実験ヤードの整備
　これまで汚染土壌浄化技術、杭工法の開発、トンネル掘削
技術の開発などに活用されてきた屋外実験ヤードと、隣接
した調整池を整備し、無人化施工機械といった情報機械化
施工技術の開発実験のために使用できるようにしました。

拡張型高機能遠隔操作室
　屋外実験ヤードに設置された拡張型高機能遠隔操作室
は、常時は次世代技術の開発に使用していますが、災害が
発生した際には、直ちに現場に出動する体制が取られてい
ます。
　災害復興の現場では多くの車両を運行させるために、通
信システムは複雑化し、設営時の誤配線や機器の損傷など
のトラブルを招きやすい状況でした。
　その解決策としてネットワーク対応型のデジタル転送機
器と操作モニタをあらかじめユニットハウスにビルトイン
した高機能操作室を開発しました。
　さらに、近年は災害の規模が拡大する傾向にあり、遠隔操
作で同時に稼動させる建設機械の台数の拡大への柔軟な対
応が求められ、複数の遠隔操作室を連結し、3棟までの拡張
を可能とした拡張型高機能遠隔操作室を開発しました。こ
れにより、システム全体の柔軟性、拡張性、信頼性が向上し
ました。

KUMA-DECS
　屋外実験ヤードと拡張型高機能遠隔操作室は、次世代技
術の開発や実験だけでなく、KUMA-DECSの無人化施工オ
ペレーター訓練や熟練オペレーターの技能を次世代へ継承
することにも活用されています。（P50参照）

　再整備された屋外実験ヤードには、遠隔操作の司令塔と
なる拡張型高機能遠隔操作室が設置され、複数台の施工機
械を同時に遠隔操作することが可能で、自動走行に関する
技術開発に活用されています。（関連ページP51「無人化施工技術」）

ICT技術を促進するための施設整備 床コンクリートのひび割れ自動計測ロボット 庇（ひさし）のない外壁に設置されている
ベントキャップからの水滴落下音を
大幅に低減する対策品を開発

施工機械
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高齢者雇用の状況
　定年後65歳までの雇用を前提とした制度の運用を実施
しています。働く意欲と高い技術を持つ高齢者の雇用拡大
を推進していくとともに、高齢者の技術力、営業力を途切れ
ることなく次世代に継承し、社員および組織の活性化を図
ることを目的としています。2019年4月現在、330名の定
年退職者が在籍しています。

　熊谷組は、「意欲と誇り、自信に満ちた社員に、多様な自己
実現の場を提供する活力のある企業集団を目指す」という
経営理念を掲げ、社員の多様性を認め、自己実現の場である
職場環境整備を進めてきました。今後もダイバーシティを
積極的に推進していきます。
　2019年1月に、女性総合職向け「キャリアデザインセミ
ナー」を開催し、2月に女性部下を持つ管理職上司を対象と
した「ダイバーシティセミナー」を開催しました。後日、受講
した部下と上司で面談を実施し、気づきの共有を行うなど
意識改革推進に取り組んでいます。

① ジョブローテーション
　複数の職場や異なった職務を経験することで、幅広い知
識と考え方を修得させることを目的にジョブローテーション
を行っています。
　社員のキャリアと将来的に希望する職務や、社員一人ひ
とりの適性を踏まえて、計画的、段階的な異動により、キャリ
アパスを形成しています。

② OJT
　日常の業務を通して、上司および先輩が、部下および後輩
に対し、職務遂行に必要な知識、技能、態度等を意識的、計
画的、体系的、継続的に指導・育成していきます。「目標設定」
「達成度確認」の面談を実施するとともに、求める人材像に
即したスキルの習得状況チェックを行っていきます。

③ 集合研修
　OJTの補完と専門知識の修得、自己啓発の意欲を向上さ
せることを目的として、教育訓練や研修を計画的に行ってい
ます。社員が修得すべきスキルのガイドラインを定め、専門
知識を高めるための各分野別研修と階層別研修を年次ごと
に実施しています。

④ 自己啓発支援
　技術士、一級建築士などの公的資格の取得を奨励し、受験
者を対象に補講や模試を実施し、社員のスキルアップにつな
がる自己啓発を支援、促進しています。

　「自らを高め、未来をつくり、人を支える」、熊谷組では、そ
んな人材の育成を目指して、様々な取り組みを実施してい
ます。2019年4月に当社の育成指針となる「人財育成計画」
を策定しました。

個性ある多様な人材とともに

人員の構成　※熊谷組単体 執行役員 18名（0.7%）

正社員
1,993名（79.8%）

その他の社員
486名（19.5%）

社員数
2,497名

（2019年3月31日現在）
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（２０１８年4月1日より）

2.12

2.04 2.01 2.00

2.22

年度 2014 2015 2016 2017 2018
社員数（名） 2,167 2,223 2,305 2,382 2,497

平均年齢（歳） 45.2 45.4 45.2 45.2 44.8

平均勤続年数（年） 21.9 20.9 20.7 20.5 19.9

役割・職務
（各自が職場で担っている期待や成果責任）

社訓
（全ての基礎・土台）

グループビジョン
（熊谷組が目指す姿）

高める、つくる、そして、支える。
独自の現場力を高め、
独自の価値（しあわせ品質）をつくり、
時代を超えてお客様と社会を支え続ける

当社のグループビジョンの実現を
推進する社員のイメージを
「熊谷組が求める人財像」
として策定

求める人財像
(全社員に期待する姿)

〈 熊谷組の理念体系 〉

理念体系と求める人材像
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■ 次世代経営者育成研修
■ 新任ライン部長研修
■ M2昇格者研修
■ 評価者研修
■ 新任管理職研修
■ 初級管理者研修
■ エリア職研修
■ 新任指導職研修
■ 3年次研修
■ OJTトレーナー研修
■ 若手フォローアップ研修
■ 新入社員研修

階層別研修受講者推移

障がい者雇用の状況
　障がい者の方々にとっても働きがいのある職場を目指し、
雇用を促進しています。2019年6月現在、障害者雇用率は
2.12％となっています。今後も障がい者の方々が働きやす
い環境整備や職域の開拓などを進め、雇用拡大を促進して
いきます。

女性管理職数
　2019年7月に、エリア職からエリア総合職への転換で管
理職となった女性社員は5名で、これにより当社の女性管
理職数は女性活躍推進法における一般事業主行動計画策
定時点（11名）の約5倍となりました。

社員数および年齢・勤続年数の平均推移
※熊谷組単体

雇用の現状

ダイバーシティ推進に向けた取り組み

人材育成

※	社員数は就業人員数です。

健康サポート体制
　熊谷組では社員の健康を何よりの経営資源として捉え、
本社人事総務部内に統括産業医と保健師を中心とした健康
推進室を設置し、全支店の産業医や健康推進担当者と連携
しながら社員の健康を全面的にサポートできる体制を整え

　当社は、優良な健康経営を実践している法人として、経済
産業省と東京証券取引所が創設した「健康経営優良法人（ホ
ワイト500）」の認定を2017年から3年連続で取得してい
ます。また、全国土木建築国民健康保険組合が主催している
ウォーキングイベントでは所属企業の中で最も多くの人数
が参加し（393名）、また同イベントを通じて日本赤十字社
国内義援金の寄付に大きく貢献をしたことから同組合より
感謝状を贈呈されました。このような当社の取り組みにつ
いて、第55回全国建設業労働災害防止大会において大会
史上初となる当社産業医による登壇発表を行い、建設業労
働災害防止協会より表彰を受けました。今後は、熊谷組の現
場の作業員への健康施策も強化していく予定です。

ハイリスク者への取り組み
　社員の健康診断結果はすべて産業医によるチェックが行
われ、フォローが必要な方には受診・面談の勧奨ならびに継
続的なサポートを行っています。また、長時間労働者への疲
労蓄積度チェックリストと希望者への産業医面談を毎月欠
かさず実施しています。その他にも、海外、震災復旧現場な
ど特別な環境下にある職場については産業医による訪問や
社員面談などによる特別なフォローアップを行っています。

メンタルヘルスに関する取り組み
　メンタルヘルスに関わる取り組みとしては、ストレスチェッ
ク、社員研修（セルフケア＆ラインケア）、職場復帰支援等、一
次予防から三次予防まで幅広く活動を行っています。

社員健康推進年度計画（2019年度）

①	健康に問題を抱えている社員への支援
②	長時間労働による健康障害の防止
③	健康診断の適切な運用
④	メンタルヘルス不調の未然防止
⑤	心身の健康保持増進のための取組み
⑥	産業保健資源の積極的な活用

健康経営

ています。「心とからだの健康づくりプログラム」として社
員健康推進計画を年度ごとに策定し、健康推進活動を行っ
ています。
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