
　熊谷組では良質な建設サービス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。土木・建築事業本部にはそれぞれ技
術統括部を設け、現業に直結した技術開発を行っています。
技術本部では、「循環型社会への対応技術」「社会的なニー
ズに対応する研究開発」と「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。
　技術研究所には基盤技術研究室（地盤基礎、建設材料）、
防災技術研究室（構造分野全般）、環境工学研究室（音・風・
温熱環境）、地球環境研究室（土壌、緑化、空気質）の4つの
研究室があり、主として基礎研究と要素技術の開発を行っ
ています。新技術創造センターには、ロボット化やAI の活
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　私がつくば研究所に配属された1994（平成6）年に
は、100人以上の職員がいて、各実験棟で頻繁に実験が
行われ、活気がありました。私の仕事上の基盤ができた
のは間違いなくこの時期です。それ以来24年間、コンク
リートの開発や現業支援をしています。
　担当した業務で印象に残っているのは、建築分野では
設計基準強度100N/mm2超高強度コンクリートの日本
初となる現場適用、土木分野では超高性能多機能スー
パーパフォーマンスコンクリートの開発から現場適用ま
でを技術担当として現場と一緒に進めたことなどです。

用に取り組む開発第一グループと藻類バイオ関連に特化
した開発第二グループがあり、他分野企業との連携した研
究開発と商品化を目指しています。技術企画部では企画調
査グループ、管理グループと知的財産グループが技術開発
の方針策定や研究員のサポート業務を担当しています。

　つくば技術研究所では、30周年を迎える2018年に照準
を定め、施設の改修を段階的に行ってきました。本館2階を
改装したショールームでは、開発技術のパネルを土木技術、
建築技術、共通技術に色分けして、音を可視化して表示する
音カメラ、本社周辺のビル風のVR（可視化技術）や3Dホロ
グラムなどを展示しています。また、旧海洋水理実験棟は
多目的に活用できる屋内での実験ヤードに改修しました。

　2017年度、技術本部が設立され、
技術研究所も大きく生まれ変わりま
した。研究室や実験設備を大きくリ
ニューアルし、また、熊谷組の技術を
発信する場として社内外の方に積極
的に足を運んでいただけるよう、こ
の3月からショールームも開設しま
した。
　つくば技術研究所の今後にご期待
ください。

■  技術本部を核に実践的な技術開発を推進

■  開所30周年を迎えた「つくば技術研究所」

技術開発体制

VOICE 活気あるつくば技術研究所の復活

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。

技術研究所
基盤技術研究室
室長

金森 誠治 

高める つくる 支える
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適用対象：延長10km程度の超長距離掘進

適用対象：大深度など地盤改良が困難な条件

① iPadと接続したマイクで読み値を音声入力できる
ため、 測量器から目を離すことなく値入力が可能
です。また、音声入力された数値をアプリが復唱す
るため数値の確認もできます。

② 基準高や計画高を登録・呼出すことができます。計
画高を事前に入力しておくと実測値との差を算出
します。

③ 測量結果はiPad内やDropboxに保存しパソコン
との共有ができます。また、過去の測量結果の閲覧
も可能です。

④ PDF化した図面の表示およびメモの手書き入力が
できるので野帳の代用になります。

　近年のシールド工事は長距離化・大深度化傾向にあり、
カッタービット交換のニーズも高まっています。カッター
ビットは摩耗した時や、地盤の状況が変化した時に、掘削の
途中でも交換する必要が生じます。これまでは、地盤改良
後、作業員が切羽の前に出て人力で交換作業を行っていま
したが、地盤崩落の危険、重量物を扱うことによる危険が
あるとともに、膨大な日数と費用がかかる作業でした。
　サンライズビット工法は、シールド機のスポーク内に複数
のカッタービットを有する回転体を装備し、油圧ジャッキ
で回転させることにより自動でビット交換を行います。こ
れにより、安全な場所から遠隔操作で交換作業を行うこと
ができます。

　ビル風は設計者や事業主、そこに住む人々にとって身近
な問題です。風の流れは3次元であり、都市部や市街地な
どでは複雑に流れます。通常、ビル風の課題に対して、実
測や風洞実験、流体解析の結果に基づいて評価・対策が行
われます。しかしながら、ビル風は、紙媒体の資料などか
ら実験・解析結果の一部を切り出した2次元情報だけでは
全体像を把握しにくいため、適切な対策が容易ではありま
せん。
　そこで、ビル風の原因をより簡単かつ正確に把握するた
め、複雑な風の流れを視覚的にとらえる本技術を開発しま
した。この技術を活用することで「どこでどのように風が
流れるのか」「強い風・弱い風がどこで吹くのか」を視覚的
にとらえることできます。
　動作画面では、矢印で示された風速の流線は時間の経過
とともにアニメーションのように変化し、建物に沿って吹
き下ろす風、逆風、大通りに流れ込む風などを視覚的に把
握することができます。本技術を用いることで、3次元空間
に立体的に可視化された結果からビル風対策を検討する
ことができ、プレゼンテーションなどにも有効活用が可能
です。

　VOISLは、建設現場で日常的に行う水準測量をより効率
的にするために開発されたiPad用の現場支援アプリです。
VOISLをインストールしたiPadが、野帳・電卓・図面の役
割を果たし、水準測量を効率よく進めることができます。

　鉄骨造建物の多くに使用されている鋼管柱（コラム）は、内
部が空洞になっています。柱と梁の交差部分では、梁フラン
ジ部（水平）の力はコラムに取り付けられた鉄板（ダイアフ
ラム）に伝達されますが、梁ウェブ部（垂直）は、交差部が空
洞であるため力を伝達することができず、従来の鉄骨造設
計では構造計算上評価されていませんでした。
　開発したKGコラムは、内部の空洞部分に補強部材として
十字型リブ（垂直）を配置することで、梁ウェブの力を伝達で
きるようにしました。そのため、梁ウェブ耐力を構造設計
上で有効活用できるようになり、梁部材重量を20％程度軽
量化することが可能です。
　現在施工中の「レッドウッド久喜」では、基礎梁部に採用
し、鉄骨重量の低減･基礎躯体工事の省力化、併せて基礎梁
せい（高さ）を抑え、掘削土量も減らすことができました。
　KGコラム製作時には、新しい検査手法（広視野角検査）と
して注目されるフェーズドアレイ超音波探傷法を採用し、
品質の確保を図っています。

■  長距離・複合地盤における
■  シールド機のビット交換技術

■  目に見えないビル風を立体的に可視化■  iPadを活用し効率的な測量業務を支援■  鉄骨材や掘削土などを低減

サンライズビット工法
Virtual Reality（VR）活用の風環境可視化技術音声入力機能付

水準測量支援アプリ「VOISL（ボイスル）」
KGコラム（熊谷組オリジナルコラム）工法

社会価値を創出する技術

鋼管柱（コラム）
コラム内部が
空洞の場合
梁のウェブ耐力を
構造計算上評価していない

従来設計
梁

ウェブフランジ
ダイアフラム

コラム内部に
補強部材を取り付け
ウェブ耐力を
伝達できる
構造計算上有効活用できる

柱梁交差部に十字型リブを溶接

KGコラム

iPadと音声入力用マイク付イヤホン
VR端末（GearVR）

コラムへの十字型リブ取付工程

フェーズドアレイでの超音波探傷試験

フェーズドアレイ機器の表示例

探傷結果を画像で評価するため、従
来の超音波探傷法に比べて欠陥の位
置や大きさ、形状を推定しやすく、損
傷状況の全体像をイメージしやすい
というメリットがあり、非破壊検査
への導入が進んでいます。

VOISL による水準測量の様子VOISL の起動画面

シールド機搭載イメージ図 ビル風の可視化例（熊谷組本社周辺）複数のビットが仕込まれた部分を回転させ
ることによりビット交換を行うシステム

VOISLの主な特徴

高める つくる 支える

高める
技術力を高め、人間力を活かす
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改革の3本柱 数値目標と達成時期

長時間労働の是正
時間外労働に上限規制を設け、労働時間の削減に取り組む

● 2018年度までの時間外労働は、月100時間未満に制限する
● 2019～2020年度は、年間960時間以内（月平均80時間）に制限する

有給休暇（年休）の取得促進
年休取得の下限規制および平均取得目標を設け、年休の取得促進に取り組む

● 2018年度までに、年休取得日数を5日以上とする
● 2020年度までに、年間平均で10日以上の年休を取得する

柔軟な働き方の促進

仕事と生活の両立ができる柔軟な働き方を促進する
● 育児休業後の職場復帰率100%を目指す（2018～2020年度）
● 仕事と育児・介護の両立を理由とする離職者をゼロとする（2018～2020年度）
● 2020年度までに、男性社員の育児休業取得率を10%まで向上させる

■ 有給休暇を取得しやすい環境に向けて　
　会社の年間休暇に加え、年休計画取得日、年休取得奨励
日、ノー残業デー、統一土曜閉所日など、社員のワークライ
フバランスに関わる休暇の
予定を事前に開示します。
また年休取得数の見える
化を推進し、低調な社員に
対しては取得促進フォロー
アップを実施しています。

■ 両立支援の充実
　熊谷組では育休等支援プログラムと介護支援プログラム
を導入しています。就業規則等をわかり
やすくまとめた「両立支援ハンドブック」
を作成し、社内には相談窓口を設置して
います。介護についてはNPO 法人に委
託し、社外に相談できるシステムを構築
するなど、社員が仕事と家庭を両立して
生活できる環境をサポートしています。

■ 週休二日の実現に向けて
　熊谷組では、2021年度までに全事業所（適用困難事業
所を除く）で週休二日を実現するために、「株式会社熊谷組 
アクションプログラム」を策定し、適正な受注活動、協力会社
への支援、自助努力の徹底などに取り組み、長時間労働の
是正に努めています。

　「ワークライフバランス」を尊重する企業風土の定着を目
指し、社員の意識改革を進めるとともに、作業所における
週休二日の実現と業務の効率化・生産性向上に取り組んで
います。

　年休を取得しやすい企業風土の定着、計画的な年休の
取得促進や取得状況の見える化に取り組んでいます。

　多様な社員が柔軟な働き方を実現するために、環境整備
に取り組んでいます。

■ 業務の効率化・生産性の向上に向けて
　現場における業務の効率化や生産性の向上は、働き方改
革を進めるために不可欠な取り組みの一つです。IT ツー
ル等の充実、標準化、決裁権限の見直し等を行い、業務の
効率化を推進しています。
　また、モデル現場を設置することにより、週休二日の実現
や長時間労働の是正、業務効率化における諸課題の解決に
取り組み、その成果や好事例を全社に水平展開しています。

■ 社員の意識改革
　定期的にトップメッセージを発信し、社長方針や各本部・
支店の年度目標に時間外労働の削減や業務の効率化の取
り組みを設定するなど、社員一人ひとりがワークライフバ
ランスを重視する意識を持つよう推進しています。

■  有給休暇（年休）の取得促進

■  柔軟な働き方の促進

■  働き方改革アクションプランの策定

■  長時間労働の是正　熊谷組では、2018年4月に社長を委員長とする「働き方
改革推進委員会」、推進部署として「働き方改革推進室」を
設置し、働き方改革を本格的に始動させました。
　働き方改革の数値目標・行動計画として「働き方改革ア
クションプラン」を策定し、「長時間労働の是正」「有給休暇の
取得促進」「柔軟な働き方を促進」を改革の3本柱として、週
休二日の推進、業務効率化・生産性の向上、社員の意識改革、
会社の制度や規則規程の見直しなどに取り組んでいます。

働き方改革の推進

高める つくる 支える

高める
技術力を高め、人間力を活かす

働き方改革アクションプランのKPI（数値目標）

働き方改革ワーキング開催
各本部代表者が出席し職場にあった柔軟な働き方について協議しています

社長訓示

現場におけるITツール活用例
両立支援ハンドブック

参照 ＞ 熊谷組 働き方改革アクションプラン　http://www.kumagaigumi.co.jp/news/2018/pdf/nw_180403_1_1.pdf

参照 ＞ 週休二日実現 アクションプログラム　
http://www.kumagaigumi.co.jp/news/2018/pdf/nw_180403_1_2.pdf

年間休暇予定等の事前開示の例

■ 休暇制度の充実　
　より弾力性の高い就業環境を実現するため、休暇制度の
改正を行いました。

● 1日もしくは半日単位としていた有給休暇取得に、年5日を
上限に1時間単位で取得できる「時間単位有休」を導入

● 育児・介護休暇は、上限日数なく30分単位で取得可能に
● 年5日を上限とする当年のみ有効な年次有給休暇を付与
● 半日有給休暇の取得回数制限の撤廃
● 毎月原則1日とする有給休暇取得奨励日の設定
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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を運用してい
ます。 働く意欲と高い技術をもつ高齢者の雇用拡大ととも
に、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。
　2018年4月現在、326名の定年退職者が在籍しており、福
利厚生の拡充など働きやすい環境の整備にも努めています。

　当社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が連携
し合いながら社員の健康を全面的にサポートできる体制
を整えています。「心とからだの健康づくりプログラム」と
して全社統一の社員健康推進年度計画を策定し、各支店か
らの活動報告ならびに社内検証を経て次年度の社員健康
推進年度計画に繋げる、PDCAのスパイラルアップを目指
した健康推進活動を行っています。
　特に2017年度におけるストレスチェック受検率は
91.3％、面接指導率は100％を達成しました。

　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2016年度、2017年度と2年連続
で受けました。今後は社員だけではなく、熊谷組の現場で
働く作業員の方々への健康施策も強化していく予定です。

　「自らを高め、未来をつくり、人を支える」、そんな人こ
そ、私たち熊谷組の求める人事です。このような人材の育
成を目指して、様々な取り組みを実施しています。

■  健康経営

■  雇用の現状■  多様な社員（人材）の採用に向けての取組み

■ 健康サポート体制

■ 社員健康推進年度計画（2018年度）

■ スペシャルコンテンツ（動画）「熊谷くんは見た！」の作成
　熊谷組では変化の速いこれからの時代に対応すべく、多
様な人材を求めています。「熊谷組2019年・新卒採用Web
サイト」を開設し、より多くの若い世代に熊谷組のことを
知っていただくため、当社のリアルな声を代弁するキャラ
クター“熊谷くん”が登場するスペシャルコンテンツ「熊谷
くんは見た！」を公開しました。熊谷組の姿を「熊谷くん」
の目線でリアルに語った5本の動画で紹介しています。

多様な人材が力を発揮できる職場づくり

高める つくる 支える

熊谷くん（23歳）
熊谷組に2017年に入社したばかりの新人くん。
首都圏支店土木事業部土木部に所属。
見た目はなぜか熊であるが、りっぱな人間である。
北海道の建設会社で働いた父の背中に憧れ、 自らもゼネ
コンの道を歩むことに。
現場にて日々葛藤している。
ついついぶっちゃけてしまうところがたまにキズ。

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　会社説明会や学校内での業界セミナーなどで学生さ

んに必ず聞く事があります。「熊谷組を知っている人！」
50人いれば2人～3人の手が挙がるかどうかです。当社
をもっと知ってもらうために何をすれば良いのか考え、
熊谷組の良いところも悪いところも包み隠さずリアルに
代弁するキャラクターが必要だと判断し、見た目も発言
もリアルな熊谷くんを登場させました。「熊谷組は、いい
意味で不思議な会社であり、とても正直な会社」。入社し
た学生さんが志望理由として多く挙げるこうした熊谷

VOICE 熊谷くんとタッグを組んで、熊谷組をPRしていきます!
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階層別研修受講者数の推移
■次世代経営者育成研修
■ライン部長研修
■M2昇格者研修
■新任管理職研修
■初級管理者研修
■エリア職研修
■中堅社員研修
■基礎研修
■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

人員の構成　※熊谷組単体

執行役員 18名（0.8%）

正社員
1,921名（80.6%）

社員数 2,382名
（2018年3月31日現在）

その他の社員
443名（18.6%）
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障がい者雇用率の推移

法定雇用率2.20%
（２０１８年4月1日より）
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専門分野別研修

求める人材像

人材育成

人事総務部
人事グループ　課長

沼口 宣江

組のリアルを、熊谷くんを通じて包
み隠さず発信していくことで、就職
活動をされる皆さんに熊谷組のリ
アルな姿をお伝えしていきたいと
思います。数年後には、全員の手が
挙がるような会社になる事が私と
熊谷くんの願いです。

年度 2013 2014 2015 2016 2017

社員数（名） 2,159 2,167 2,223 2,305 2,382

平均年齢（歳） 44.9 45.2 45.4 45.2 45.2

平均勤続年数（年） 20.8 21.9 20.9 20.7 20.5

■  熊谷組グループビジョンを実現できる
■  社員の育成

 スペシャルコンテンツ「熊谷くんは見た！」
http://www.kumagaigumi.co.jp/saiyou/kumagaikun/

階層別研修

新入社員研修の期間は従前2週間でしたが、
2018年から1カ月半に延長しました。
新入社員の着任前の不安を少しでも解消し
て配属することと、受入部署の負担を軽減す
る狙いがあります。また新入社員の「OJTト
レーナー」を任命し、研修を実施しています。

計画的な配置 キャリアや幹部の育成を視野に入れ、適正
かつ計画的な人員配置を実施しています。

専門分野別研修 社員の専門性を高めるため、土木・建築・営業
などの各部門別の研修を実施しています。

OJT・目標設定
日常業務を通じた着実な育成を図るため、
OJTと「目標設定」「達成度確認」の面談を実
施しています。

公的資格
取得奨励

社員のスキルアップのための自己啓発を支
援し、技術士、一級建築士など公的資格の取
得を支援・奨励しています。

エリア → エリア総合職への転換
女性管理職数

39名
（2018年7月）

2016年4月 18名昇格

2017年4月 10名昇格

2018年7月 8名昇格

主な取り組み施策

人材育成体系（イメージ）

■ 障がい者雇用の状況
　障がいを持った方も企業活動に参加できる環境を目指
し、雇用を促進しています。2018年6月現在、障がい者雇
用率は2.22％です。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、雇用を拡大していきます。

■ 女性管理職数
　2018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8名です。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4倍となりました。

高める
技術力を高め、人間力を活かす

社員数および年齢・勤続年数の平均推移 ※熊谷組単体

35熊谷組グループ コーポレートレポート201834


