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高める
技術力を高め、人間力を活かす
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。

　熊谷組グループの特許施策は、中期経営計画の３つの戦
略に沿って実施しています。
　2019年度の特許出願の実績は、提案力の強化に貢献す
る木造・木質関連技術について材料から構法にわたって広
く網羅され全出願件数の40％を占めています。また生産
力向上に寄与する技術として、当社が得意とする無人化施
工を含む自動走行や、画像処理などの計測技術に関する
IT・AI・ロボット等先進技術が全出願件数の15％となり、
建設工事請負事業の維持拡大に貢献しました。
　自立歩行支援器に関する技術やデザインについては、一
般市場への投入を見据えて国内外において継続的な出願
を行い、新たな事業創出に備えています。
　さらに、業種を超えた共同研究・共同開発を反映し、全
出願件数の3分の１が共同出願となり、特許施策において
も他社との連携強化を推進しています。

　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
工事の生産性向上を目的に、「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つのテーマで技術開発に取り組ん
でいます。
　2019年度は技術研究所に橋梁ソリューション室を設けま
した。ここでは高速道路の大規模リニューアルに適用できる
技術開発に注力します。
　従前より取り組んでいる無人走行技術の開発は、AI自動
走行という新たな取り組みを進めています。建築分野の技
術開発では、中大規模木造建築に適用できる耐火性能を有
した木質材料の開発や耐震･免振技術の開発を進めてい
ます。

　熊谷組は、1967年（昭和42年）6月「熊谷組 技術研究報告」
を発刊し、以後52年にわたり、解決すべき課題に対して新
たな価値を提供し続けてきました。
　第 1号、最初の報文「リネアール工法」（ヒューム管の推
進工法の機械化工法）に始まり、2019年までに第 78号を
発刊し、主要学会、関係各社に展開しています。
　近年では、様々な専門分野で時代に即した最新トピック
を提供する巻頭言に始まり、基礎研究・技術開発・施工現
場紹介と、４つのテーマで 20件ほどの論文・報文を掲載し
ています。第76号までは紙媒体でしたが、第 77号よりデ
ジタル時代に対応するため、CD-ROM化しました。ご希望
の方には配布をしていますので、お問合せください。

技術開発体制

技術本部

土木事業本部

建築事業本部

技術研究所

技術開発体制

新技術創造センター

土木技術統括部

建築技術統括部

技術企画部

熊谷組技術研究報告 特許施策  特許出願件数の推移はP13

技術開発マネジメント部会
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　中大規模木造建築を実現するための課題の一つとして、
その遮音性能があります。特に共同住宅における住戸間の
木造壁（直交集成板であるCLT壁を想定）では、高い水準の
空気音遮断性能が要求されています。本開発は、住戸間を
CLT耐火壁（１時間の耐火大臣認定取得済の仕様）として、
さらに遮音性能の高いふかし壁を設けたCLT複合壁としま
した。
　本仕様はJIS 規格の空気音遮断性能として、JIS評価上最
高値である遮音等級Rr-60を達成し、「界壁の遮音性能」に
関する大臣認定を取得しました。

開発したCLT複合壁の特徴

① ふかし壁の空気の厚さや比重の異なるせっこうボードを
積層して低音域の共鳴透過を低減させ、幅広い周波数の
空気音遮断性能を高める仕様としました。

② 試験体には梁を想定した木材を設置して、実際の取り合い
部を再現した仕様としました。

　地球温暖化により地球規模の気候変動が加速している現
在、温室効果化ガス（GHG）を削減することが喫緊の課題
となっています。最新の建物においてはZEB（ゼロ・エネル
ギー・ビル）やZEH（ゼロ・エネルギー・ハウス）を積極的
に採用し、GHGの削減に努めています。建築設備の領域で
は、建物で消費されるエネルギーを削減することがGHG削
減に直結すると考えています。ZEB・ZEHではBEMS（ビ
ルディング・エネルギー・マネージメント・システム）を採用
しエネルギー管理を行うこととなっていますが、中小の建物
や古い建物ではBEMSの採用に至っていない現実がありま
す。そこで、最新のIoT技術を活用し、簡易的なBEMSを開

発しました。これは、高精度のセンサーにて環境データを計
測し、無線技術とインターネット回線を利用しクラウド上の
データベースに情報を蓄積しています。これにより、監視項
目の追加に関する配線工事の省略や、監視機器のプログラ
ム修正の時間の大幅な低減など、BEMSが存在しない建物
へのシステムの提供に柔軟
な対応を可能にします。
　なお、本システムは、筑波
研究所にて実証試験中です。

　藻類は再生可能エネルギー・医薬品・化粧品・食品・飼
料・肥料の原料、さらには排水処理等の様々な活用が期待
されています。そこで、当社が施工した“藻類バイオマス生
産開発拠点（図 1）”にて筑波大学が主体となる一般社団法
人藻類産業創成コンソーシアムの主要メンバーとして、
2016年から藻類由来のジェット燃料精製に関する実証事
業に携わってきました。特に培養用レイスウェイについて、

流体力学に基づいた実験的・数値的検討を行い、効率的な
培養方法を開発しています。また、通常、レイスウェイはコ
ンクリート製ですが、コンクリートブロックと遮水シート
からなる安価なレイスウェイを開発しました（図 2）。それ
だけではなく、様々な分野に適用するため、他大学や異業
種とも連携し、多角的な研究開発を行っています。

　地球温暖化対策や当社のESGの観点から「脱炭素」の取
り組みが注目されており、CO2を資源化することで有効利
用するCCU（Carbon Capture and Utilization）技術
による炭素循環型社会の実現に大きな期待が寄せられてい
ます。そのような中、熊谷組は人工光合成・藻類利用などと
は違う新しいバイオプロセスによるCCU技術開発に取り組
み、鉄酸化細菌を利用してCO2を原料に主要化成品原料

となるエチレンを生産する基礎技術を開発しました。CO2

からエチレンを生産することが可能になれば、CO2排出量
の大きな削減効果が期待できるとともにCO2化学という
産業分野の創出も期待され、持続可能な炭素循環型社会の
実現に大きく貢献できると考えています。今後、更なる研
究開発に取り組み、実用化を目指していきます。

社会価値を創出する技術

寒天培地上に生育した
エチレン生産性鉄酸化細菌 製作したエチレン製造装置（通電型培養装置）

普通硬質せっこうボード

CLT

CLT耐火壁

ふかし壁

IoTセンサー外観

IoT BEMSの概念

液体培地中に生育した
エチレン生産性鉄酸化細菌

図1　藻類バイオマス生産開発拠点の航空写真
（福島県南相馬市、敷地面積：約12,000m2）

図2　当社が開発したシート式レイスウェイ

IoT技術を利用した簡易BEMSの開発 炭素循環型社会実現に寄与するCCU技術の開発

高い遮音性能のCLT複合壁

藻類バイオマス生産技術の開発

センサーの設置状況

CLT複合壁の遮音構造の断面図

木材（梁想定）

木材（梁想定）

断熱耐火パネル

普通硬質せっこうボード
強化せっこうボード
グラスウール

取り合い部
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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

■ 高める

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を運用してい
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
するとともに、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、働きやすい環境のための福利厚生も拡充してい
ます。2020年4月現在、在籍する定年退職者は 359名です。

　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。2020年3月には、「ダイ
バーシティの経営戦略への組み込み」や「推進体制の構築」
などが評価され、女性の活躍推進に優れた上場企業として、
経済産業省・東京証券取引所が選定する令和元年度「なで

しこ銘柄」に初選出され
ました。今後もダイバー
シティ推進により、「誰も
がイキイキ働ける職場

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」、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（2020年3月31日現在）
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■ 新任ライン部長研修
■ 管理職研修
■ 評価者研修
■ 新任管理職研修
■ 初級管理者研修
■ 新任指導職研修
■ OJTトレーナー研修
■ 3年次研修
■ 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

2019年度階層別研修受講者 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
して雇用を促進しており、2020年6月現在の障がい者雇用
率は2.09％となっています。今後も環境整備や職域の開
拓などを進め、雇用拡大を図っていきます。

女性が活躍できる職場環境
　2015年12月から2020年3月末までの間、当社では女性
活躍推進法に基づき、女性の採用を増やし、女性が活躍で
きる職場環境の整備を目的とした行動計画を策定し、実施
しました。

　2020年4月には第二次行動計画を策定し、さらに女性が
働きやすい職場環境を目指しています。継続就業・意識向
上のための女性交流会、キャリアデザインセミナー、女性社
員の上司に向けたダイバーシティセミナーの実施などに取
り組んでいます。また、2019年度よりメンタリングプログ
ラムを実施しており、2020年度からは施工系の女性管理職
候補者に向けたメンタリングを検討しています。
　2020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4名です。

社員数および年齢・勤続年数の平均推移　熊谷組単体

人材育成

ダイバーシティの推進

雇用の現状

職層 年次別研修 昇職時研修 役割研修 選抜研修

管理職層

次世代経営者
育成研修新任ライン部長

研修

管理職研修

一次評価者研修

新任
管理職研修

初級
管理者層

初級
管理者研修

指導職層 新任
指導職研修

一般職層

OJTトレーナー
研修

3年次研修

若手フォロー
アップ研修

新入社員研修

※ 社員数は就業人員数です。

 詳しくはWEB
人事関連データ　https://www.kumagaigumi.co.jp/csr/employee/date/index.html

 従業員数・女性管理職数の推移はP13

づくり」を積極的に推進していきます。
　またイキイキと働ける職場づくり、両立支援の一つとして、
結婚や妊娠、出産、育児、時短勤務に関する就業規則や手続
きなどをライフイベントごとにまとめた「両立支援ハンド
ブック」を作成するとともに、「育休等支援相談窓口」を設置
するなど、制度の充実を図っています。さらに、産休・育休か
らのスムーズな復帰や即戦力化を目的とした「育休等支援
面談制度」を導入して不安の解消や課題の解決に役立てて
います。介護に関しても、両立支援制度、基礎的な知識、相
談窓口、介護NPOの仕組みなどをまとめた「両立支援ハン
ドブック（介護編）」を作成し、社員に周知を図っています。

行動計画（策定時の値） 2019年度末の実績

採用者（総合職）に占める
女性割合を20％にする 17.3% 全総合職 139名

のうち 24名

管理職に占める女性割合を
2倍以上にする（0.8%） 5.6倍 全管理職 1,201名

のうち 54名

作業所配置の技術系女性を
20名以上にする（14名） 31名

女性営業職を2倍以上にする（2名） 5倍 10名

研修名称
受講

対象者
（名）

受講者
（名）

受講率
（%）

総受講
時間

（時間）

一人当たり
受講時間
（時間）

新任ライン部長研修 17 17 100 493 29
管理職研修 55 49 89 784 16
一次評価者研修 152 152 100 1,216 8
新任管理職研修 19 16 84 256 16
初級管理者研修 36 32 89 512 16
新任指導職研修 46 41 89 656 16
OJTトレーナー研修 111 95 86 760 8
3年次研修 96 95 99 1,377.5 14.5
若手フォローアップ研修 144 143 99 5,148 36
新入社員研修 148 148 100 27,824 188
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