
　積水ハウスが創業時から大切にしてきた根本哲学は 

「人間愛」です。お客様はもちろん、住まいづくりに携わ

るすべての人の幸せが続くように、従業員一人ひとりに

よる人間愛の実践が私たちの行動規範であり、企業発

展の推進力になっています。

　このような考えのもと、積水ハウスグループは「『わが

家』を世界一 幸せな場所にする」ために、ハードとソフ

トの両面から、お客様に提供できる価値の最大化に取り

組んできました。言い換えれば、住まいにとって重要な

基本性能や環境技術＝「モノ」を進化させながら、新し

い暮らし方の研究・提案＝「コト」を組み合わせて、幸せ

な住まいの実現に取り組んでいるのです。

　こうした当社ならではの「モノ」「コト」戦略を実践す

るための基盤が「研究開発」「商品開発・設計・技術」「調

達」「生産」「施工」「カスタマーズサービス」というバ

リューチェーンを担う各事業部です。この中で活発なコ

ミュニケーションを重ねながら、価値創造の源泉となる

情報・知見を蓄積しています。そして、わくわくするよう

な事業テーマが見つかった時や、お客様・パートナー企

業から重要なご相談をいただく際には、組織の壁を越

えて情報・知見を共有し、連携して行動できる組織構造

を確立しています。つまり、積水ハウスグループに備わっ

ている多様なチカラの結束力と情報の共有こそが、イノ

ベーションを生む重要な土壌であり、積水ハウスならで

はの強みとなっています。

　バリューチェーン全体において多様なチカラを結束

し、その相乗効果で“幸せな家づくり”を実践してきた、

積水ハウス独自の強みを紐解く「18」のバックストー

リーに迫ります。

積水ハウスのバリューチェーン

生産
PRODUCTION

施工
CONSTRUCTION

調達
PROCUREMENT

研究開発
RESEARCH & DEVELOPMENT

商品開発・

設計・技術
PRODUCT DEVELOPMENTS & 

DESIGN, TECHNOLOGIES

カスタマー

サービス
CUSTOMER SERVICE

住まいを通じて、「幸せ」という無形資産を長期にわたって提供していく―。

その過程で、当社が持つ多様なチカラを有機的に結びつけることにより、

顧客価値や新たな技術・サービスを創出しています。

ここでは、積水ハウス独自の強みをさまざまな角度からご紹介します。

バックストーリー

のBACKSTORY

世界一 幸せな「わが家」を生み出す

1990年、世界最大規模の「総合住宅研

究所」を設立。住まいの基本性能、居住

性の向上を目指し、先進の技術開発から

「いつも今が快適」な住空間、幸せな暮

らしの提案に向けた、さまざまな研究開

発を行っています。

1棟の住宅を建てるには数万点の部材が必要。

住宅産業はサプライチェーンに少なからぬ影響

力を持っています。積水ハウスでは、企業理念に

基づく「8つの調達方針」を掲げ、サプライヤー

と協働し、持続可能な調達を推進しています。

生産から出荷までの工程にお

いても邸別に管理する独自の

生産体制を確立。工業化による

高度な品質管理体制のもと、一

邸一邸、変わらぬ高品質を約束

します。

積水ハウスの特徴の一つはお

客様の理想の住まいを実現する

「邸別自由設計」。お客様の夢

や理想にしっかり耳を傾け、長

く幸せに暮らせる住まいをプラ

ニングしています。

いつまでも快適に暮らして

いただくための適切なアフ

ターサービスも住宅本来の

価値と位置づけ、「初期30

年保証制度」や「ユートラス

システム」など、長期にわた

るサポート体制でいつまで

も続く安心をご提供してい

ます。

完全子会社の積和建設17社と、

協力工事店からなる「積水ハウ

ス会」による「責任施工体制」を

構築し、積水ハウス自身が責任

を持つ確かな施工品質を確保し

ています。
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「最高の技術と品質」̶ ̶お客様のニーズに合った商品を

絶えず他社に先駆けて開発することを使命としています。

その使命のもとで生み出された商品は、高度な設計提案

力により「邸別自由設計」され、想いのつまった住まいを

実現します。今後も、あらゆる角度から、幸せ住まいの実

現に向けた商品開発、設計力の向上に努めます。

始まりは人の命を守ることから

住宅も、人も、次世代へ

“万一の時にも安全で、

今も将来も心地いい”が基本 

高度成長期の日本における住宅難を解消する、短工期の工業化住宅の提供が積水ハウスの起源です。

人々の生命と財産を守り、安全・安心を提供するシェルターとしての役割を果たす。そのため、常に時代を先

取り、「最高の品質と技術」を追求しながら業界をリードしてきました。最高水準の耐久性・耐震性はもとより、

大開口部による広々とした居住空間を実現する鉄骨・木造住宅のオリジナル構法、通し柱を必要とせず、各

階で自由な間取りが可能なフレキシブルβシステム、外観の決め手となる意匠性だけでなく、耐久性やメン

テナンスなどの機能性にも優れた「ダインコンクリート」や「ベルバーン」などの外壁材、「シーカス」や「エ

アキス」など、他社の追随を許さないさまざまなオリジナル技術を生み出してきました。

今後は、防災・減災の観点から、止水機能など、レジリエンス（縮災）に優れた住宅の開発を目指し、お客様

に一層の安全・安心を提供していきます。

日本の気候風土に即した住宅建築の伝統と、246万戸を超える建築実績に基づく知見を活かし、

お客様にとってかけがえのない、世界にただ一つの家を生み出すために、約2,800人に及ぶ優れ

た技能を持った一級建築士を全国に擁しています。中でも、突出したデザイン力に加え、技術面を

も統括・指揮するのがトップクリエイター集団「チーフアーキテクト」。厳格な認定制度のもとに選び

抜かれた約280人に上る「チーフアーキテクト」は、お客様に上質な住宅を提供するだけにとどま

らず、優れた社内建築家を輩出し続ける機能を担っています。見本となる良い設計をし建築士のロー

ルモデルになる、研修指導や良い現場・変わった物件を評価し学び合う見学会を実施するなど、次

世代を担う人材の育成のためのトップアップの仕組みとして、積水ハウスの設計技術の向上を実現

しています。

積水ハウスは、快適性を追求し、住まいの基本性能を高める

ことで時代を先取りしてきました。例えば、積水ハウスの住

宅の特徴の一つである「メーターモジュール」。日本の住宅

において「尺」が一般的な単位である中、当社は早くから

ユニバーサルデザインの思想に基づきメーターモジュー

ルを採用。例えば、誰にとっても安全・安心で使いやすく、

ゆとりのある空間づくりに加え、「触れ心地」「操作感」

「美しさ」といった「心地よさ」まで追求し、「いつも今が

快適」な住まいづくりを推進してきました。

これからは、社会を見通し、ライフスタイルの変化に対応

した「柔軟性・可変性」が住まいづくりの重要なポイントとな

ります。例えば、家族構成の変化や、働き方改革による在宅勤

務をスタートする局面で、大規模なリフォームをしなくても簡

単に間取りを変更できる可変間仕切りなどによって、いろいろ

な暮らし方が可能となる住宅です。技術部門や研究開発部門

が主体となって、このような機能性を持つ部材を製品化してい

きます。

つくりたいのは

住まい手の「幸せ」がいつまでも続く未来

納得するまで検証する

“粘り強さ”が強み

大切にしたいのは

お客様とのつながり

積水ハウスの技術者に浸透しているのは、「納得するまで自

分たちの手で実験・実証を行い、自分たちの目で確かめる」

というマインドです。例えば、住宅の耐久性能では、試験装

置の結果だけでなく、全国で計測している実際の外部環境

での暴露データや建替え建物の調査結果をもとに、当社独

自の厳しい基準を設けています。また、当社の制震システム

「シーカス」や空気環境配慮仕様「エアキス」は実物大の住

宅を建てて行った検証を含め、10年以上の研究を経て販売

に至りました。さらに、総合住宅研究所での実験・検証だけ

でなく、当社が大切にしているのは「お客様や社会にとって

価値があり、本当に必要とされているもの」が何かを常に

問い、製品へと反映させていくことです。もちろん、このよ

うな研究開発プロセスは、全国の営業・生産・施工部門など

との共創があってこそです。

どんなに優れた技術を導入しても、どんなにデザイン性に

優れていても、住まい手の快適性や「住みたい」という想

いから遠くかけ離れていては、意味がありません。積水ハ

ウスでは、一般の生活者の生の声を大切にし、暮らしの中

の気づきや発想を住宅に取り入れてきました。

1990年に総合住宅研究所の開設時から併設されている

「納得工房」は、単に言葉の説明だけでなく、手で触れたり、

体で感じ取るなどの体験を通じて理想の住まいを発見する

体験型施設です。また、2013年にはグランフロント大阪内

に業界初のオープンイノベーション拠点「住ムフムラボ」を

開設しました。未来を見据えた情報の受発信や、お客様と

一緒に理想の住まいのカタチを共創する体験型施設で、

ワークショップやアンケート調査を通じて、住まい手の声を

さまざまな研究開発に反映させています。

積水ハウスは創業以来、人々の暮らしに寄り添いながら、ライフスタ

イルの変化や価値観の多様化にアンテナを張り、未来の住まいにつ

いて考えてきました。「住めば住むほど幸せ住まい」をテーマに、ハー

ドとソフトの両面からアプローチできるのは当社独自の強みです。

研究開発
RESEARCH & DEVELOPMENT

商品開発・
設計・技術

PRODUCT DEVELOPMENTS & 
DESIGN, TECHNOLOGIES

長く住み続けられる家を届けたいー。積水ハウスにおける住宅研究開発は、

こんな想いから始まりました。そして、自然災害の多い日本ならではの耐震

性や耐風性、火災に対する防火性能といった住まいの安全・安心だけではな

く、家族の誰もが、いつも今が快適という「生涯住宅」思想を根幹とした、ハー

ド・ソフトの両面から研究を進めてきた歴史があります。そんな、いち早く

人々のライフスタイルに着目したソフト面を研究開発に組み込んだ

積水ハウスは、企業では日本初となる住まい手の「幸せ」をテー

マに据えた「住生活研究所」を2018年に開設。「住めば住む

ほど幸せ住まい」をテーマに、家族のつながりや生きがい、

楽しさといった幸福感を住宅にインストールすることを目

指しています。

このような一連の研究開発を可能にしているのは、累

積246万戸を超えるお客様とのお付き合いに基づく、

業界随一といえる膨大なデータやノウハウ。これこそが

積水ハウスならではの強みであり、未来のビジネスの

推進力になると考えています。
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11 産業界の労働力不足や森林資源の保全など、住宅

業界が直面する課題を考慮した資材調達を実践し

ます。サプライヤーとの共存・共栄を図りながら、持

続可能性を追求していきます。

「住宅」という、お客様にとっての大切な資産をご提供で

きる喜びと誇りこそが、あくなき挑戦とイノベーションの

原動力になっています。住宅の根本である「安全・安心」

を担う場所。それが、部材を生み出す生産工場です。

主要サプライヤーと

一緒になって、考え、行動する
お客様のため、会社のため

自社開発に、とことんこだわる

「人」と最先端技術の協働で
生産改革に挑む

人と人とのつながりこそが

新たなイノベーションを生む

CSR調達から

持続可能なSDGs調達への挑戦

木材への理解の深さが

独自性を強める

創業以来、積水ハウスは住関連ビジネスを中心に事業を展

開し、住宅業界をリードしてきました。事業の将来を展望す

ると、サプライヤーとの連携を強化し、共存共栄を図って

いくことが重要になります。

現在、サプライヤーが抱えている課題は労働力不足

をはじめとして数多くあります。これまでも改善活動

や品質向上などを目的に、サプライヤーの工場訪

問を実施してきました。近年は、ともにそれらの課

題を共有し解決方法を考え、相互の方針を連携す

る協働の取り組みを活発化しています。大量かつ多

様な資材を調達する企業として、根本哲学の「人間

愛」に基づき、サプライヤー各社とともに、サプライ

チェーンの強化を進めていきます。

生産部門では近年、製造ラインでAI（人工知能）やIoTといった最先端技術を積極的に取り入れています。

例えば2018年には、より精緻な品質管理と省エネ・省人化を両立させるスマートライン技術を導入しまし

た。これは、溶接工程において、部材を流す最適なタイミングをAIが判断し、生産性・作業性と品質の向上

につなげるものです。このスマートライン化は、技術部門などと連携しながら、IoTやAIも含めてすべてを

工場技術者で自社開発したもの。多くのトライ＆エラーを繰り返しながら、お客様によりよいものをお届

けしたいという一心で新しい設備の企画・設計・開発に没頭し、成功に導きました。

自社開発のメリットは、スピードや導入後の管理のしやすさ、そして開発の中で蓄積した技術そのものが

会社の資産になるということです。お客様の想いを実現する住まいづくりに携わることは、従業員にとって

大きな誇りであり、喜びの一つ。このチャレンジ精神と技術の磨きに対する向上心こそが、生産部門の強

みと言えます。

産業界共通の課題である労働力不足への対策として、産業ロボットを活用した省人化を図ることで、生産

能力を高めており、近年では、IoTやAIなど情報技術を活用する場面が増えています。例えば、陶器と同じ

自然の素材からつくる陶版外壁「ベルバーン」は温度や湿度などの外的要因が製品の仕上がりに大きく影

響します。その特徴を想定した生産技術の開発に加え、検査工程において、外壁を一定の品質に揃えて、

不良品を最小化するため、AIによるシステムを開発・導入しています。

最新技術の導入によって、製品の品質・安全性は担保しながら、労働集約型工程業務の人員を2分の1に

する合理化の推進を目標に掲げています。ただし、戸建住宅の邸別生産は、人が判断する工程が不可欠。

生産に従事するメンバーのアイデアを取り入れながら、工場発のイノベーションを起こしていきます。

高い品質を維持しながら、一邸一邸仕様の異なる邸別生

産を実現する積水ハウスの工業化住宅。とりわけ、住宅の

「安全・安心」を担う部材の生産現場では、安定した工場出

荷体制を維持しつつ、変化するお客様ニーズや社会課題

を踏まえたものづくりの改善・革新に取り組んでいます。

そんな新たなイノベーションを可能にするため、積水ハウ

スでは工場内・工場間での横のコミュニケーションをとても

大切にしています。

積水ハウスで特に顕著なのは、全国5ヵ所にある工場間の

密な情報連携と、水平展開のスピードです。例えば、ある

工場が新しい生産技術の開発やラインの立ち上げに成功

した際には、その情報・手法を短期間ですべての工場で共

有します。工場間の活発な人材交流によって互いの技術・

ノウハウを共有し、実証データなどを検証し課題を解決し

ていくといった連携の枠組みが生産現場発のイノベーショ

ンを巻き起こす土壌にもなっているのです。また、工場間

での異動や本社部門との人材交流も積極的に実施してい

ます。2020年には、生産本部を「生産調達本部」として組

織変更し、積水ハウスグループ全体での技術革新をさらに

促進していく環境を整えました。

住宅は、長期にわたって住み継がれていきます。その間

発生するメンテナンスを含めた資材の調達も長期スパン

で捉え、持続可能性を考慮しなければなりません。

UNGC10原則や、ISO26000などを踏まえ、当社では

環境・品質安全性・人権・労働などを定めた「CSR調達ガ

イドライン」を策定し、サプライヤーが取り組みを自ら評

価するCSR評価を行っています。さらに、このCSR評価

の信頼性を担保するため、注視すべきサプライヤーに個

別にモニタリングを実施しています。

2018年8月の国連グローバル・コンパクト（UNGC）へ

の署名を機に、従来の社会的責任に配慮した資材調達

を発展させ、持続可能な社会構築に向けたサプライ

チェーンへの積極的な関与（SDGs調達）を実行していま

す。サプライヤー分科会を開催し、事例や課題の共有化

を進めており、KPI（カバー率、スコア）を策定しました。

当社とサプライヤー双方にとって、長期的メリットの創出

を目指し、連携を一層強化していきます。

木材を大量に利用する住宅メーカーとして、持続可能

性に配慮し、社会的にも公正な木材を選択すること

が重要です。積水ハウスでは、フェアウッドの調達へ

の取り組みのほか、合法性や伐採地の生態系なども

視野に入れた「木材調達ガイドライン」を設定してお

り、これにより、サプライヤー各社の調達プロセスへ

の関心が高まり、トレーサビリティ情報の精度が向上

しています。

輸入材については、積水ハウスの従業員が現地に出

向いて木材の調達レベルの確認や調査を行う「デュー

デリジェンス」を含めた運用のもと、必要に応じて改

善を働きかけており、2019年からは採用検討部材の

現地確認も開始しました。

国産材については、伐採から集成材の製造までの工

程を確認。産地ごとのブランド化を促進することで、

国産材の地産地消、地域の活性化に貢献しています。

加えて、営業担当者が自ら伐採現場や製造工程を見

学することで、国産材の優位点と真の価値を肌で実感

し、その魅力をお客様に直接お伝えするなど、積水ハ

ウス独自の取り組みを始めています。

調達
PROCUREMENT

生産
PRODUCTION
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積和建設や積水ハウス会との信頼関係の中に生き続ける

「運命協同体」の精神。創業時より深化するこの結束力と現

場で働く約11,000人の施工力こそ、積水ハウス最大の強

みです。

高い壁も

「運命協同体」の精神で乗り越える 困った時も、うれしい時もそばにいる。
それが、私たちの誇りです

「住み継がれる家」を守るのも
カスタマーズセンターの役割

レスポンスの速さと正確さが
未来のビジネスの力になる

積水ハウスが挑むのは

“世界一 幸せな施工現場“

広い視野で、住宅を考える

お客様に感動をもたらすカスタマーサービスを目指す、先

輩から脈々と受け継がれたこのDNAこそ、積水ハウスの

ブランドそのものです。住まいを見守り続ける、幸せづくり

のパートナーとして、これからもお客様とともに歩んでい

きます。

積水ハウスではグループ内に施工会社を有し、自社生産された高品質な部材を確実にカタチ

にするための「責任施工体制」を構築しています。この責任施工体制には、当社の建築系従業

員と積和建設17社、協力工事店からなる「積水ハウス会」を合わせた、およそ11,000人の人

材が集結。いわば、施工の専門家集団です。

本体制の中では、積水ハウスの創業以来、「運命協同体」という精神が共有されてきました。住

宅の施工現場は、職方はもちろん、施工技術者や管理者を含めた全員でつくり上げていくもの。

安定した施工力を継続的に確保しながら、品質向上とお客様満足度向上を図っていくには、こ

の精神が不可欠です。また、全国3ヵ所において厚生労働省認定の職業能力開発校を開設し、

次世代を担う若手の人材育成にも取り組んでいます。

2019年にはベトナムに技能訓練施設を開設し、運命協同体の

体制の維持・強化を図っています。

この体制のもと、工場や現場でのコミュニケーションを

密にとることで生産工程や工事進捗などを共有し、

短工期で高品質な住宅を提供するため、一丸と

なって作業に取り組んでいます。

積水ハウスの特長の一つとして、住宅のお引渡し後にもお客様の満足度（CS）がさらに向上

していくという傾向があります。これは、いつもお客様を思い、生涯にわたって住まいを見守

り続けるというCSマインドが全国のカスタマーズセンターに醸成されている結果と言えます。

住宅のお引渡し後もつながりを大切にし、積水ハウスの研究所や技術部門と連携し、最大限

にお客様をサポートしています。

当社のカスタマーズセンターの専任スタッフは、従業員の1割にあたる約1,500人。「いつも

今が快適」をキーワードに、今後も暮らしの中で生じるご要望・ご相談に対して的確にお応え

しながら、きめ細かいアフターサービスを提供できる体制を構築していきます。すべては、お

客様の笑顔のために。

当社では、カスタマーズセンターとグループ各社が連携

し、既存住宅の流通促進に努めています。スクラップ

&ビルドを繰り返すことなく、良質な住宅を社会の

資産として次世代に受け継ぐ仕組みにより、ストッ

ク型社会や持続可能な社会の形成に貢献してい

ます。また、優良な住まいが住み継がれていくた

めに、住まい手が変わった後でも新しいオーナー

様との関係を築くことで、建物の価値を守っていく

という取り組みにも注力しています。これらの取り

組みを可能にしているのが、積水ハウスが長い間蓄

積してきたビッグデータです。図面や設備、メンテナン

ス、修理の履歴などを当社独自のシステムで一元管理し

ており、質の高いサービスを迅速に提供するのもカスタマー

ズセンターの大切な役割です。

「『わが家』を世界一 幸せな場所にする」という大きなビジョンを実現するためには、

住まい手に寄り添うカスタマーズセンターが常に最高のサービスを提供し続けなけれ

ばなりません。あらゆるお客様にあらゆるサービスをご提供できるように、圧倒的な

スピードとスケールをもって積水ハウスはサポート業務改革に取り組んでいきます。例

えば、SNSや対話アプリなど多様なチャネルによる問い合わせ対応を24時間365日

体制で可能にするとともに、過去にいただいた膨大な問い合わせに対する回答例を

データベース化したナレッジシステムをAIで応用し、的確な回答を無人で行うシステム

を開発する計画です。「わが家が世界一幸せな場所」と言っていただけるように。

「人間愛」という根本哲学を掲げる私たちは、施工工程

においても“世界一 幸せな施工現場”を目指しています。

お客様や当社だけでなく、現場で働く職方も、全員が幸

せでなければなりません。そのためには、施工現場をより

安全で働きやすい環境に改善していくことが大切です。そ

の取り組みの一つとして、2007年から現場から生の声を

吸い上げる「施工改善要望システム」を導入。現場で困って

いることや要望を一つひとつ真 に受け止め解決してきて

おり、2020年にはバージョンアップし、さらなる信頼性の

構築に注力していきます。狭小地現場での4階建施工を可

能とした自走式タワークレーンの開発・導入や、熱中症対

策用の空調服を推奨、購入助成を行い、現場環境の改善

に取り組んでいます。さらに、外国籍の技能実習生に対し

ても、受け入れ体制の積極的なサポートにより、安心の就

労環境の整備を進めています。こうした改善の積み重ねは、

幸せな施工現場実現への着実な道のりであると同時に、労

働力の安定確保や生産性の向上にもつながっています。

住宅業界は今、新しい暮らし方の提案・具現化など、ソフト面を含む総合提案力の時代に突入し

ています。この潮流を踏まえると、個々の従業員・担当部門が持つ専門能力の向上はもとより、専

門性の垣根を越えたさまざまな知識を現場に応じて活用できる人材が不可欠になります。

現在、多様な学部出身者を採用するとともに、ジョブローテーションによって複数部門の業務を経

験することで、多角的な視野を備えた人材の育成に注力しています。また、優れた施工知識を持つ

「チーフコンストラクター」や「施工マイスター」、アフターサービス部門の「CSマイスター」など、

各部門で活躍する人材を表彰・認定する社内表彰・認定制度も数多く整備。彼らの活躍は、お客

様の「幸せなわが家」と直結しており、品質や当社のブランド価値の向上にもつながっています。

施工
CONSTRUCTION

カスタマー
サービス
CUSTOMER SERVICE
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