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子どもたちに誇れるしごとを。
1804年、初代清水喜助が江戸・神田鍛冶町に大工店を開業しました。それが210年を超え
たシミズの歴史の始まりです。

創成期、当社は、明治時代を代表する実業家であった渋沢栄一翁を相談役に迎え、「論語と
算盤」の教えを経営の基本に据えました。道徳と経済の合一を旨とし、道理にかなった企業
活動によって社会に貢献することで、結果として商売ができるという考え方です。

時代とともにお客様のニーズが多様化するなかにあっても、「真摯な姿勢と絶えざる革新
志向により、社会の期待を超える価値を創造し、持続可能な未来づくりに貢献する」。これが
シミズの経営理念です。

併せて、安全・安心な社会基盤の整備、自然災害への対策や環境への配慮等、社会が建設業
に求める役割をしっかりと果たしていくとともに、グローバルな視点に立って、新たな事業領
域の拡大や未来構想「シミズ・ドリーム」の実現にも挑戦していきます。

一つひとつのしごとに情熱を注ぎ、子どもたち、さらにその先の子どもたちの時代に財産と
なるべき建造物を築いていく。それが私たちシミズの「子どもたちに誇れるしごと」です。

清水建設株式会社
　取締役社長
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SHIMIZU'S HISTORY

清水建設の創業は1804年。
越中富山の大工であった初代清水喜助が江戸・神田鍛冶町で開業したことに始まります。
初代清水喜助が創業当時から目指したのは、

「誠心誠意、心を込めて仕事に取り組み、良いものをつくって信頼されること」。
私たちは、210年以上にわたりこの精神を受け継いできました。
そして、お客様の、ひいては時代のニーズに応えるため、常に新しい知識や技術を追究してきました。

210年を超えて受け継がれてきたもの。
それはいつの時代も良いものをつくる匠の心。

シミズの礎を築いた初代清水喜助と二代清水喜助
〜江戸城西丸造営から築地ホテル館の建造・経営へ

初代清水喜助は優れた技量と経営手腕で得意先を増やし、天保9（1838）年には江戸
城西丸造営の一角を請け負うなど、商売の基礎を固めました。続く二代清水喜助は、幕
末期、築地の外国人居留地に日本初の本格的洋風ホテル「築地ホテル館」を自費で建設

（1868年竣工）。完成後には経営をも手掛けました。また、明治初期を代表する「第一国
立銀行（旧三井組ハウス）」「為替バンク三井組」を設計施工するなど、進取の精神と高
い技術力、培った信用によって当社の基礎を築きました。

論語と算盤〜渋沢栄一翁とシミズ
明治から昭和にかけて活躍し、日本の近代化に貢献した
渋沢栄一翁。翁の基本となる考えが「論語と算盤（道徳経
済合一主義）」です。企業は利益だけを追求することなく
社会に利するものでなくてはならないとし、道徳と経済
は常に一体であるべきだと説きました。明治20（1887）
年、当社は渋沢栄一翁を相談役に迎え、以後、「論語と算
盤」を経営の基本理念とし、お客様に満足していただける
良いものをつくることを伝統として受け継いでいます。

シミズの歩み

シミズの
歩み

Shimizu's History

初代 清水喜助 二代 清水喜助

築地ホテル館

１８０４ 初代清水喜助 江戸・神田鍛冶町で創業

１８３８ 初代清水喜助 江戸城西丸造営に参加

１８５９ 開港場・横浜に進出 洋風建築技術を習得

１８６８ 日本初の本格的洋風ホテル 築地ホテル館を施工

１８７２ 日本の銀行第1号 第一国立銀行（旧三井組ハウス）を施工

1884 東京・深川島田町に木材切組場（現：東京木工場）を開設

１８８７ 渋沢栄一翁を相談役に迎える

1891 名古屋出張所を開設し、以降全国各地に拠点を開設

1903 東京市京橋区南鞘町（現：中央区京橋）に本店を新築し移転

１９１０ 日本初の本格的鉄骨構造建築・日本橋丸善本店ビルを施工

１９１５ 個人営業を改めて合資会社清水組に改組

１９１７ 開港記念横浜会館（現：横浜市開港記念会館）竣工

１９２０ 日本工業倶楽部会館竣工

1925 東京帝国大学講堂（安田講堂、現：東京大学大講堂）竣工

1936 当社初のダム建設・矢作水力泰阜発電所竣工

１９３７ 株式会社清水組設立

１９44 技術研究所の前身となる研究課を設計部内に設置

１９４８ 清水建設株式会社に社名変更

１９５７ 日本初の日本原子力研究所原子炉第1号炉を施工

1959 国立西洋美術館本館竣工

 黒又川第一ダム竣工

１９６２ 東京証券取引所市場第1部に上場

１９６４ 国立屋内総合競技場（現：国立代々木競技場）竣工

 東海道新幹線静岡駅高架橋竣工　

 日本初の商業用原子力発電所・
 日本原子力発電所東海発電所を施工

1969 日本万国博覧会・日本館他12館竣工

１９７０ 日本初の地下式ＬＮＧ貯蔵タンク・東京ガス根岸LNG基地1号基を施工

１９７２ 東京都江東区に技術研究所完成

江戸

明治

大正

昭和

第一国立銀行（旧三井組ハウス）（1872年）

開港記念横浜会館
（現：横浜市開港記念会館）
（1917年竣工 1989年復元修理）

日本工業倶楽部会館（１９２０年）

東京帝国大学講堂（安田講堂）（1925年）
（現：東京大学大講堂）

国立西洋美術館本館
（1959年竣工 1998年改修）

黒又川第一ダム（1959年）

幕張新都心（１９８９年〜）

古来からの職人の技を受け継ぐ
〜東京木工場

明治17（1884）年、東京・深川島田町
（現：江東区木場）に木材切組場として作
業所を開設したのが始まりの木工場。
木工に関する高い技術力を持つ自社工
場があるのは、大手建設業ではシミズ
だけです。古来より職人に受け継がれて
きた木工技術を伝承しつつ、時代の要請
に応え常に技術革新に努めています。

渋沢栄一翁

東京木工場の前身、木材切組場
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東京湾アクアライン 海ほたる（１９９７年）

マレーシア・シンガポール第二連絡橋
（1997年）

リパブリック・プラザ（1995年）

GINZA KABUKIZA（２０13年）

新本社（2012年）

１９７３ シンガポールに駐在員事務所を設立し、
 これより本格的な海外での事業展開開始

１９８０ 大容量ＬＮＧ地下式貯槽の開発・実用化
 （内閣総理大臣賞・日本産業技術大賞を受賞）

 東大寺大仏殿昭和大修理完成

１９８２ 日本初のロックオイルタンクを施工

１９８９ 幕張メッセ（千葉市幕張新都心）竣工

1991 東京・港区にシーバンスが完成し、本社を京橋から移転

１９９５ 戦前の名建築を再生した
 ＤＮタワー21（第一・農中ビル）を施工

 リパブリック・プラザ（シンガポール）竣工

１９９７ 東京湾アクアライン開通 トンネル部、海ほたるなどを施工

 国内でＩＳＯ９００１の認証取得

 マレーシア・シンガポール第二連絡橋竣工

１９９８ 国立西洋美術館本館を日本初となる
 免震レトロフィット工法で改修

１９９９ 国内でＩＳＯ１４００１の認証取得

 日本初のＰＦＩ事業・東京都水道局
 金町浄水場 常用発電事業を受注

２００１ 国内最先端の音響実験棟を技術研究所に新設

２００３ 創業２００年

 技術研究所新本館完成

２００６ 一面吊りPC斜張橋として世界最長の支間を持つ
 バイチャイ橋（ベトナム）を施工

2008 　　コーポレートメッセージ「子どもたちに誇れるしごとを。」発表

２００９ 世界初の表層メタンハイドレートのガス回収実験に成功

2010 長期ビジョン「Smart Vision 2010」策定
 東京国際空港D滑走路竣工

2012 東京・京橋に新本社完成

2013 GINZA KABUKIZA竣工
 技術研究所に多目的実験棟と材料実験棟が完成

2015 技術研究所の先端地震防災研究棟が本格運用開始
 東南アジア最長のトンネル、パハン・セランゴール
 導水トンネル（マレーシア）が竣工

2017 　　ものづくり研修センター開所
　　　　　次世代建築生産システム「シミズ・スマート・サイト」開発

2018 　　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
　　　　　オフィシャルサポーター契約を締結

2019 　　経営の基本理念「論語と算盤」を社是に改め、
　　　　　新たな経営理念と長期ビジョン「SHIMZ VISION 2030」策定

平成

シーバンス（1991年）

ＤＮタワー２１
（第一・農中ビル）（１９９５年）

前例のない吊り屋根構造に挑戦
〜国立屋内総合競技場

昭和39（1964）年に開催された第18回オリンピック東京
大会。大会のシンボルともなった同施設の特徴の一つは、
流れるような二つの曲面を組み合わせた外観。この実現
に、ワイヤーロープによる吊り屋根構造が採用されました。
126mの間隔で建てられた高さ40ｍの2本の巨大な柱の
間に重さ約250t、直径330mmのケーブルを2本張り、
そこに巨大な屋根を架けるという空前のスケール。厳しい
工期の中、「難工事ではあっても技術力を結集して後世に
残る建物をつくりたい」という強い信念の下、当時の最先端
建築技術やノウハウを駆使して完成させました。

日本古来の伝統建築を当時の最新技術で支える
〜東大寺大仏殿昭和大修理

現存する木造建造物では世界最大級の東大寺大仏殿。昭和49
（1974）年から6年をかけて、面積7,900㎡の屋根を覆う約13万枚
の瓦を葺き替える工事が行われました。瓦葺きには、足場や瓦を運
ぶコンベアを設置するために、大仏殿を覆う大規模な素屋根を架
設。この架設では、国宝を傷つけないように、大仏殿の片側で順に素
屋根の鉄骨ユニットを組み立て、反対側に押し出していくスライド工
法が採用されました。工事には宮大工をはじめ延べ約10万人以上が関
わり、当時最新の技術と伝統技術によって大修理を完了させました。

建設業初の研究開発組織〜技術研究所
戦前から技術開発に力を入れていたシミズでは、戦中の
昭和19（1944）年、設計部内に研究課を設置。これが、
業界としての初の技術研究組織となりました。昭和35

（1960）年に研究部から研究所と名称を変え、昭和47
（1972）年には東京都江東区に研究棟を新設し、分散して
いた研究施設を統合しました。現在では地域に開かれた
研究所を目指し、セミナーや見学会なども行っています。

お客様により良いものを提供
〜建設業界初、製図場の誕生

日本では、棟梁が図面も描けば施工もするという伝統があ
りました。シミズは西洋建築においても、設計施工によって
お客様の要望に応えようという初代・二代清水喜助の伝
統を受け継ぎ、明治20（1887）年頃、西洋建築の製図（設
計）ができる人材の養成を狙いとして、現在の設計部の起
源となる製図場を設置しました。明治23（1890）年には早
くも設計施工で煉瓦造2階建ての事務所を手掛け、その後
は、設計部として強化され、今に続いています。

先端地震防災研究棟（2015年）
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2030年に目指す姿は、
「スマート イノベーション カンパニー」です。

2019年に策定された長期ビジョン「SHIMZ VISION 2030」には、
シミズグループが2030年までに目指す姿が示されています。

「子どもたちに誇れる2030年」を目指して、
シミズグループは事業構造、技術、人財の3つのイノベーションを融合し、
時代を先取りする価値を創造する『スマート イノベーション カンパニー』を目指します。

シミズの
目指す姿
Shimizu's
Vision

シミズの
事業
Shimizu's
Business

建設事業

非建設事業

●　●　●　シミズグループが提供する価値　●　●　●

事業を通じて貢献するSDGsの主な目標

地震や巨大台風、豪雨などの自然災害

リスクが高まる中、生活と事業を災害

から守ることが求められています。

強靭な建物・インフラの構築を通じて、

安全・安心でレジリエントな社会の実

現に貢献していきます。

高齢化や人口減少、都市化などの急速

な社会変化が進む中、誰もが安心して快

適に暮らせる社会が求められています。

人に優しい施設やまちづくりを通じて、

健康・快適に暮らせるインクルーシブな

社会の実現に貢献していきます。

地球温暖化や森林破壊、海洋汚染など

が深刻化する中、次世代に豊かな地球

を残すことが求められています。

環境負荷低減を目指す企業活動を通

じて、地球環境に配慮したサステナブ

ルな社会の実現に貢献していきます。

建築事業 

▲ ▲ ▲  

P8

投資開発事業
（不動産開発事業）

▲ ▲ ▲  

P20

LCV事業
（ライフサイクル・
バリュエーション事業）▲ ▲ ▲  

P24

建設事業
主要な連結子会社
  ● 日本ファブテック（株）
  ● 第一設備工業（株）
  ● （株）シミズ・ビルライフケア
  ● 清水建設（中国）有限公司
  ● シミズ・ノースアメリカLLC

主要な関連会社
  ● 日本道路（株）

開発事業
主要な連結子会社
  ● 清水総合開発（株）
  ● シミズ・インベストメント（アジア）社

主要な関連会社
  ● （株）幕張テクノガーデン

その他の事業
主要な連結子会社
  ● （株）ミルックス
  ● （株）エスシー・マシーナリ
  ● 多摩医療PFI（株）
  ● シミズ・ファイナンス（株）
  ● シミズ・インターナショナル・キャピタル
　 （シンガポール）社

エンジニアリング事業

▲ ▲ ▲  

P22
フロンティア事業

▲ ▲ ▲  

P26

土木事業 

▲ ▲ ▲  

P14 海外建設事業 

▲ ▲ ▲  

P18

Resilient
安全・安心で

レジリエントな
社会の実現

Inclusive
健康・快適に暮らせる

インクルーシブな
社会の実現

Sustainable
地球環境に配慮した

サステナブルな
社会の実現

建設事業の枠を超えた不断の自己変革と挑戦、多様なパートナーとの共創を通じて、
時代を先取りする価値を創造（スマート イノベーション）し、
人々が豊かさと幸福を実感できる、持続可能な未来社会の実現に貢献します。

シミズグループは、当社、子会社66社および関連会社15社で構成され、建設事業、投資開発事業、
エンジニアリング事業など、さまざまな事業を国内外で展開しています。

シミズグループ

清 水 建 設 関 係 会 社
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お客様の事業ニーズを踏まえ、その実現に最適
な施設の企画づくりをお手伝いします。建物の
ライフサイクルや経済性、社会の最新動向など
を踏まえたさまざまなシミュレーションや検討
を実施し、最適なプランを提案します。

シミズの事業

建築事業
Building

Construction

BUILDING
CONSTRUCTION

18
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「匠の技と心」でものづくりを進めます。
シミズの２1０年を超える歴史を支えてきたものは、お客様からの厚い信頼です。

それはいつの時代においてもシミズがお客様に満足いただける良いものをつくる「匠の技と心」を

何よりも大切にするという伝統の中で培われてきました。

時代が変わっても、これまでに積み重ねてきた豊富な施工実績を基に、最新の環境技術、制御技術、情報技術などを最大限に活用し、

施工プロセスにおいても、この精神を守り続けています。

建物には、その企画段階に始まり、設計、施工、完成後の維持管理や運用といったライフサイクルがあります。

シミズは設計施工の場合はもとより、施工段階からお引き受けした場合でも、設計者との緊密な連携を保ち、

建物のライフサイクル全般を見通した建物価値の最大化を目標に、お客様の期待を超えるものづくりを進めています。

シミズの建築事業

お客様と設計者との意思疎通の下に、建物に
合った最適な施工方法を検討、高品質の建物
づくりを行います。その過程ではさまざまな最
先端の生産システムや施工技術を駆使すると
ともに、お客様や近隣とのコミュニケーション
を大切に、「匠」のこだわりを持ったものづくり
を進めます。

建物完成後にはアフターサービスとともに、
建物・設備の運営や維持管理もお引き受けし
ます。多くの建物の建設や維持管理に関する
豊富な経験を基に、建物の省エネルギー
運用や運営管理の省力化、さらに建物診断や
リニューアルについても提案。お客様の大切な
資産価値の維持・向上を図ります。

お客様のニーズ

施 工

建物運営・維持管理

施設の企画提案

設 計

◀
◀

◀
◀

◀

◀◀◀◀◀

◀◀◀◀◀

◀
◀

◀
◀

◀

お客様のニーズに基づき、建物の形や性能を
具体化します。BIM※やCGなど最新の設計技術
を活用して、安全・安心はもとより、快適性や省
エネ性能などを幅広く検討、分かりやすく提
案します。施工まで一貫して取り組むことによ
り、施工段階の知恵を盛り込み、建設期間の短
縮や、最適な品質・価格を実現します。
※�BIM�:�Building�Information�Modelingの略。建築物の
3次元モデル生成に加え、意匠・構造・設備設計情報のほ
かコストや仕上げなどの属性情報も一元管理できる3次
元建物モデル。

建物のライフサイクル

msb Tamachi 田町ステーションタワーN
（2020年7月竣工予定）
JR田町駅東口でミクストユースのまちづくりを目指す
「msb�Tamachi（ムスブ田町）」プロジェクト。当社は、
地上36階、地下2階、高さ約180mの超高層オフィス棟
を担当。地下には「スマートエネルギーセンター」が整備
され、街区全体のエネルギー供給をコントロールすると
ともに、非常時にはガスコージェネレーションなどにより
72時間以上の電気供給が行え、BCPに強いオフィスビ
ルとして期待されています。
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明治神宮ミュージアム（東京都・2019年）
2020年に鎮座100年を迎える明治神宮の「鎮座百年祭」
記念事業の一環として建てられた展示施設。明治神宮参道
の象徴の一つ、神橋の脇の森と融合するようにデザインさ
れました。明治天皇や昭憲皇太后ゆかりの品々をはじめと
する所蔵品が保管・展示されています。

シミズの事業

建築事業
Building

Construction

かみす防災アリーナ（茨城県・2019年）
地域の防災拠点として整備された多目的施設。
防災テラスやメインアリーナ、音楽ホールなど
を備え、各施設は災害時の避難所や、救援・救
護活動スペースとして転用できるようになって
います。

大阪富国生命ビル
（大阪府・2010年）
フランスの建築家ドミニク・ペロー
氏によるデザインコンセプトは「大
樹」。ガラスカーテンウォールをラ
ンダムに配置した低層部からせり上
がっていくビルの表情により、天空
に伸びる「大樹」のイメージを実現し
ています。

京橋エドグラン（東京都・2016年）
歴史的建築物棟「明治屋京橋ビル」と、新築した
再開発棟の2棟で構成される超高層複合施設。
まち並みの景観保全に配慮し、再開発棟の低層
部と明治屋京橋ビルの高さを揃えています。

金沢駅整備事業（石川県・2014年）
1992年に開始された「町づくりと一体となった鉄道駅緊急
整備事業」。当社は高架橋や東広場(2005年竣工）、北陸新幹
線駅舎（2014年竣工）などの主要工事を手掛けました。高さ
約30mのガラスの大屋根「もてなしドーム」は、6,000本の
アルミフレームによるトラス構造で、同構造の建築物としては
日本最大級です。

鳥取県立中央病院（鳥取県・2018年）
鳥取県東部における地域医療の中心的な役割を担う当
病院。高度医療機能の一層の充実を図るため新本館棟
を新病院として建て替えました。病院には免震構造を採
用。津波、洪水に備えて診療機能を２階以上にするなど、
災害発生時にも医療活動が継続できる施設として生ま
れ変わりました。

熊谷ラグビー場（埼玉県・2019年）
2019年開催のラグビーワールドカップに合わせて改修された、日
本有数のラグビー専門スタジアムです。当社は、東側メインスタン
ド、南北側サイドスタンドの工事を担当。客席に最大35.5度の勾
配をつけることで、フィールドを見下ろせる臨場感溢れるスタンド
になりました。

六甲バター神戸工場（兵庫県・2019年）
国内の食品工場としては最大級となるプロセス
チーズ製造工場。「世界基準の食品安全衛生」、
「IoT自動化」、「人と環境に優しい工場」を目指し
て建設されました。

ホテルニューグランド耐震改修工事
（神奈川県・2016年）
天井が歴史的建造物の保存部位に指定されていることから、意匠が
変わらないように補強。歴史的価値の保存・継承と、耐震性の向上を
巧みに両立しました。

BUILDING
CONSTRUCTION
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札幌競馬場スタンド（北海道・2014年）
約40年間使われたスタンドを解体して建て替えられまし
た。外壁には北海道をイメージしたスノーホワイト色を採用
し、総延長120mのテラス席を設けるなど、訪れる人が北海
道の爽快感や開放感を味わいながら競走馬を身近に感じる
ことができる場所として生まれ変わりました。

シミズの事業

建築事業
Building

Construction

ＪＲ博多シティ（福岡県・2011年）
九州新幹線の全線開通に合わせてつくられた
駅舎と商業施設から成る大型複合ビル。高さ制
限がある中、敷地を最大限利用するために線
路の上下に建物をつくることが計画され、列
車を1本も運休させずに施工しました。

SKYZ TOWER & GARDEN・BAYZ TOWER & GARDEN
（東京ワンダフルプロジェクト）（東京都・2016年）
開発が進む豊洲ふ頭の一画に位置する、地上約150mと地上約
100mの2棟（総戸数約1,660戸）から成る大規模タワーレジデンス。
開発面積の約45％の緑地率を確保し、敷地内に生物の生息を促す水
景を整備するなど、人と自然がともに暮らすまちづくりを目指しまし
た。また、居住者が安全・安心に暮らせるよう、両棟ともに日本初の免
制震構造を採用しています。

大名古屋ビルヂング
（愛知県・2015年）
約半世紀にわたり名古屋駅の
顔として親しまれた旧大名古屋
ビルヂングの建て替え。旧ビル
の面影を残しつつ、約10,000
坪を超える集客施設を含む大
型複合ビルとして生まれ変わり
ました。国際化が進む東海地区
の新たなランドマークを目指し
ています。

岩手銀行赤レンガ館保存修理工事
（岩手県・2016年）
東北地方に残る唯一の辰野金吾作品。約100年
の間、銀行として営業を続けてきた歴史的建
造物が、保存修理工事を終えて「岩手銀行赤
レンガ館」へと生まれ変わりました。東日本大
震災による被害のなかった外部は最小限の保
全にとどめ、昭和期の増改築によって変わった
姿を創建時に戻す方針で保存修理しました。

GINZA KABUKIZA
（東京都・2013年）
低層部の劇場「歌舞伎座」と最新のオフィ
スタワー「歌舞伎座タワー」から成る複合
施設。劇場部分は、人々に親しまれた旧歌
舞伎座の意匠を継承するため、社寺建築
に精通した宮大工の棟梁の智恵とBIMを
駆使して、細部まで丁寧につくりあげまし
た。第55回（2014年）ＢＣＳ賞受賞。
（写真提供：松竹(株）・(株)歌舞伎座）

リブドゥコーポレーション愛媛新居浜工場
（愛媛県・2013年）
手術用の医療材料をコンパクトにまとめたキット製品
の生産を行う工場。丸みを帯びた美しく易しい外観
は包装された手術キットをイメージするとともに、周
囲の景観との調和を考えてデザインされています。

豊洲新市場（東京都・2016年）
当社は、東京ドームの約1.5個分にあたる水産仲卸売場棟
の施工を担当。高品質かつ効率的な労務削減による短工期
を達成するため、大型ルーバーユニット化に挑戦し、外部足
場ゼロを実現しました。環境・景観に配慮して設けられた屋
上の緑化広場では、東京湾の景観を楽しむことができます。

出雲大社（保存修理）（島根県・2013年）
2013年5月の本殿遷座祭に合わせて60年ぶりに実施された保存修理
事業。これまでと同様の伝統技術を用い、傷んだ部分を解体して取り除
き、活かせる部材は活かしつつ新しい部材と組み合わせて保存・再生が
図られました。国宝の御本殿のほか、重要文化財を含む14棟の建造物の
保存修理を担当しました。

東急プラザ銀座（東京都・2016年）
銀座・数寄屋橋交差点の一角、約3,700㎡
の敷地に完成したエリア最大級の大型商
業施設。外観デザインは「光の器」というコ
ンセプトのもと「江戸切子」をモチーフとし
ており、銀座の新たなランドマークとなっ
ています。

早稲田大学37号館 早稲田アリーナおよび戸山の丘
（東京都・2018年）
老朽化した記念会堂を、ラーニング・コモンズやスポーツ
ミュージアムを併設した多機能型スポーツアリーナに建て替
えました。キャンパスの建ぺい率制限に対応するため、メイン
アリーナを地下2階に配置。屋上にあたる地上部には緑豊かな
丘状の広場「戸山の丘」を設け、キャンパス内のオープン
スペースと緑地不足の解消を図りました。

BUILDING
CONSTRUCTION
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技術開発

組織力 技術力 人  材

設  計 維持管理
リニューアル施  工

CIVIL
ENGINEERING

安全・安心で経済的な社会基盤施設の実現、
長寿命化に貢献します。
道路や鉄道などの交通網、生活に不可欠な水道や電気、ガスなどのライフライン、

さらに地震や台風、洪水などの自然災害からまちを守る土木構造物。

人々の生活はこうした社会基盤施設に支えられています。

最近ではこれらの施設建設に当たり、品質・経済性・建設期間短縮はもとより、

担い手不足への対応や働き方改革の実現など、

社会的ニーズを実現する総合力がますます求められるようになっています。

シミズは豊かな経験と最新の技術により、施工段階はもとより、

施設の計画・設計段階から最適な提案を実施し、お客様をサポートします。

さらに今後増大する維持管理やリニューアルニーズにも

蓄積したノウハウと新たな開発技術で応え、

既存施設の長寿命化に貢献します。

シミズの事業

土木事業
Civil Engineering

シミズの土木事業

設  計
交通施設やエネルギー施設
などのインフラ整備に当たり、
社会ニーズを先取りして具体
的な計画を提案します。

維持管理、リニューアル
耐久性や耐震性について、調
査から診断、計画、施工までさ
まざまなリニューアル技術で、
社会基盤施設の長寿命化を図
ります。

施  工
これまでの豊富な実績や経験に基づいた信頼
性の高い施工技術に加え、人材を結集し、それ
らを最大限に活かすことを可能とする組織力
で、時代を超えて価値を持ち続ける社会基盤
施設をつくりあげていきます。

八ッ場ダム本体建設工事
(群馬県・2020年竣工予定)
堤高116.0m、堤頂長290.8m、堤体積約100万m3、
総貯水量1億750万m3の重力式コンクリートダムです。
早期のダム完成を目指し、巡航RCD工法等の新技術の
導入やICT技術を駆使した技術開発を行いました。
現在2020年の完成を目指し、作業を進めています。
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シミズの事業

土木事業
Civil Engineering

新東名高速道路　豊川市萩地区
（愛知県・2015年）
新東名高速道路の愛知県区間に位置し、トンネル（約
1.2km）および2橋の下部工（橋台・橋脚19基）､切盛
土工（切土130万m3､盛土241万m3）､調整池工（5箇
所）などを含む総延長約3.1kmの大型複合工事。最先
端の土木技術の採用や数多くの施工上の工夫により工
期短縮を成し遂げ、早期開通に貢献しました。

尾原ダム（島根県・2012年）
堤高90m、堤頂長441m、堤体積69万m3の重力式コン
クリートダム。自然と共生する安全・安心のダムづくりに
取り組みました。

（写真提供：国土交通省）

小名浜マリンブリッジ（福島県・2017年）
小名浜港東港地区の人工島と3号ふ頭を結ぶ5径間連続PCエクストラ
ドーズド橋です。震災復旧工事の工事用船舶や一般船舶との輻

ふ く そ う

輳など
厳しい制約の中、施工の合理化を図るなどして無事完成させました。
平成29年度土木学会賞（田中賞）他受賞。

東京メトロ有楽町線 小竹向原・千川間連絡線
（東京都・2017年）
日本初の地下鉄営業線の平面交差を解消する事業です。既設
構造物の解体は5,000tにも及ぶため、切断ブロックの大型
化、新設の床版・柱はプレキャスト化を図りました。創意工夫を
重ねることで、営業線に支障なく工事を完成させました。平成
29年度土木学会賞（技術賞）受賞。

大洞山ウィンドファーム（高知県・2018年）
高知県大月町に位置する四国最大となる33,000kWの
風力発電所です。7.5kmに及ぶ搬入道路の造成、11基
の風車(ハブ高さ85.0m、ブレード長さ50.2m)の据付
け、市街地を含む16.7kmに及ぶ送電線の埋設などシミ
ズの技術を結集し、2年半で完成させました。

吉の浦火力発電所（沖縄県・2013年）
多様な自然環境と歴史的文化遺産が共存する沖縄で、
ちゅら海（美しい海）を守りながら環境と景観に配慮し
たコンパクトな最新鋭のLNG火力発電所(25万KW×2
基、LNG PC地上タンク14万KL×2基)をターンキー契
約で建設しました。

津市新最終処分場（三重県・2016年）
鉄骨構造の屋根と、内部を遮水シートで覆った鉄
筋コンクリ−ト造の貯留槽などで構成される、一般
廃棄物（埋立容量9万m3）のクローズドシステム
最終処分場です。土木・建築・設備の複合工事を
シミズ土木の総合力を結集して完成させました。

東京国際空港D滑走路（東京都・2010年）
年間発着能力増強のため4本目の滑走路が
計画され、既存空港の沖に1,100ｍの桟橋部と
2,020ｍの埋立部から成る滑走路および関連
施設などの建設工事が行われました。シミズは
桟橋Ⅰ工区、埋立Ⅱ工区を担当しました。平成22
年度土木学会賞（技術賞）受賞。

（写真提供：羽田再拡張D滑走路JV）

日本橋補修工事（東京都・2011年）
現在の石造構造に架け替えられてから
約100年。重要文化財でありながら現役の
幹線道路でもある日本橋を「文化財としての
価値を変えずに、使いながら直す」をコンセ
プトに、さらなる100年を目指して補修工事
を行いました。

調布駅付近連続立体交差工事
（東京都・2012年）
踏切解消による道路整備の一環として、京王
線調布駅付近の鉄道を地下化する工事が行
われました。シミズは、営業線直下における最
小土被り4mの超近接並列トンネル4本の施
工を担当しました。平成23年度土木学会賞

（技術賞）受賞。
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OVERSEAS
CONSTRUCTION

シミズの事業

海外建設
事業
Overseas 

Construction

TICAジョージア工場（アメリカ・2013年）
北米地域（全米・メキシコ）をカバーする、当社現
地法人・シミズ・ノースアメリカ社の代表的な実
績。（株）豊田自動織機の子会社であるToyota 
Industries Compressor Parts America,Co.
(TICA)の自動車部品生産施設をジョージア州に
建設しました。

チャンギ国際空港第3ターミナル
（シンガポール・2007年）
アジアの重要な経済拠点であるシンガポールの
空の表玄関に新ターミナルを建設。ターミナルの
大空間の施工では随所で工夫・改善を実施。大屋
根部分（幅300ｍ×奥行215ｍ）の鉄骨トラスの
リフトアップは、世界初の試みです。

メナラ・アストラ（インドネシア・2017年）
インドネシア最大の複合企業、アストラ・インターナショナル社の
本社ビル。高さ261.5ｍと群を抜く高さで、首都ジャカルタの目
抜き通りでランドマーク的な存在となっています。

ナショナルハートセンター・シンガポール
（シンガポール・2014年）
年々需要の増す心臓疾患治療に特化して計画され
た、心臓病専門の大規模な先進医療施設。当社にと
って同国初となる医療施設の建設を、日本での豊
富な実績と高い技術を活かして成功させました。

バイチャイ橋（ベトナム・2006年）
一面吊りPC斜張橋として世界最長の支間を持ち、
世界遺産のハロン湾を横断する長大橋。景観に
優れた一面吊り・独立一本柱のスレンダーな主塔
を実現するため、架設時や完成後の耐風安定性の
検証や最新の施工技術を導入しました。

世界のフィールドで、
シミズの総合力を発揮します。
新興国の著しい経済成長や日本企業の国際化などによって、

シミズの舞台は世界に広がっています。

世界各地でお客様に最適なサービスを提供するために、

シミズは国内で蓄積したノウハウや

技術研究所をはじめとする技術スタッフの英知を結集します。

さらに、これまで海外での多くの工事を通じて培った

施工ノウハウや経験豊かな現地スタッフ、ビジネスネットワークなど、

シミズの総合力で世界各地のお客様をサポートします。

海外ネットワーク
1  東京
2  シンガポール
3  クアラルンプール
4  ジャカルタ
5  マニラ
6  バンコク
7  ヤンゴン

8  ハノイ
9  ホーチミンシティ
10 ダッカ
　 バンガロール
12 グルガオン
13 上海
14 大連

15 広州
16 香港
17 台北
18 ドバイ
19 イスタンブール
20 ルサカ
21 ロンドン

22 プラハ
23 ブロツワフ
24 タシケント
25 アトランタ
26 ニューヨーク
27 ケレタロ

メープルツリー・ビジネスシティー
（シンガポール・2010年）
全4棟、総延床面積23万ｍ2超の大規模オフィス
施設を、解体工事を含めわずか26ヵ月で建設。４Ｄ

（３次元＋時間軸）による工程検討など、シミズの総
合力により、超短期施工を実現しました。

パハン・セランゴール導水トンネル
（マレーシア・2015年）
生活・工業用水を首都圏に供給するためのトンネ
ル。高温・多湿の環境下での施工、大量湧水の発生
などのリスクを多国籍スタッフが一体となって克服
しました。全長44.6ｋｍは東南アジア最長です。

11
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INVESTMENT
DEVELOPMENT

建物を知り尽くしたシミズが、
国内外で多岐にわたる不動産ビジネスを
積極的に展開します。
非建設事業の中核として、さらなる成長に向け

最適な事業ポートフォリオを意識した事業領域・エリアの拡大と、

シミズグループの技術を活かした、快適で効率的なまちづくりを実現します。

シミズの事業

投資開発
事業

（不動産開発事業）
Investment 

Development

秋葉原アイマークビル（東京都）
総合建設会社の強みである技術力を活かしたオフィ
スビル。エコデザインや放射空調システム等の環境
負荷低減の技術を集結・活用することにより、国土交
通 省 主 導 の 建 築 物 省エネル ギー 性 能 表 示 制 度

「BELS」において、マルチテナントオフィスとして首都
圏初となる「ZEB Ready」認証※を取得。また建築物
の国際的な環境性能評価システムの「LEED」ゴール
ド認証も取得しています。

（※標準ビル比50％以上エネルギー量削減）

エスロジ川島（埼玉県）
圏央道川島インターチェンジに直結
した川島工業団地内に位置するBTS※

型倉庫。当社が開発する物流施設
「S.LOGi」の新たな取り組みとして、
倉庫内に国内最大級の大型クレーン
を3機実装した特殊倉庫を開発。投資
家からも注目されています。

（※入居予定テナントの要望に応じて
建築された施設）

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ（大分県）
源泉数・湧出量ともに日本一を誇る温泉地として賑わう大分県別府市に開発されたラグジュアリーなスパ・リゾート。客室数
89室、別府市街と別府湾を見渡す景勝地に立地し、息を呑む絶景が広がるインフィニティプール、スパ、露天風呂や温泉施設、
クラブラウンジ、モダンかつ日本ならではの美しいデザインを採り入れたレストランとバーを備えています。世界有数のラグ
ジュアリーホテルブランドであるインターコンチネンタルによる、日本ならではの温泉をモチーフとしたスパ・リゾートとして、
国内外から幅広い集客を図ります。

イソラス チカラン（インドネシア）
インドネシアの首都ジャカルタの東部の工業
団地エリアで開発されたサービスアパートメ
ント。当社初の海外単独事業として、土地購
入・許認可取得から一括テナントとのリース
契約協議まで全開発工程を手掛けました。設
計施工は当社現地法人シミズバングンチプ
タ社が担当。主に日系進出企業の駐在員や
出張者の利用を見込んでいます。

営業力・技術力の活用
■  210年以上の歴史で培った当社の国内外に拡がる営業ネットワークを用いてプロジェクトを創出し、

総合建設業の高い技術力を背景とする独自の商品企画で不動産事業における差別化を図ります。

事業領域の拡大
■  国内においては、コア事業（オフィス・物流施設）を中心に安定収益の確保に向けた賃貸資産のさ

らなる拡充を図るとともに、ホテル・データセンターなど、成長市場への取り組み強化やグループ
全体のストックビジネスの拡大を推進します。

事業エリアの拡大 
■  海外においては、成長性・安定性を踏まえた投資対象国の多様化（ASEAN・北米 等）を進め、各エリアで

のローカルパートナーとのアライアンス強化を図ります。

シミズの投資開発

事業領域の拡大

営業力・技術力の活用

事業エリアの拡大

シミズの
投資開発

■  シミズの持つ建設に関する最先端のノウハウを基に、デベロッパーとして投資・出資を行い、高品質で事
業性の高い不動産開発を行います。

■  お客様のニーズ、案件の特徴を踏まえて、証券化などの高度な事業スキーム、新たなビジネスモデルを
構築し、不動産開発に関するソリューションを提供します。

G‐BASE 田町（東京都）
「働き方の多様化」に応える試みを随所に盛り込んだ
オフィスビル。専有部はスケルトン仕様を採用し、開
放的な空間と内装の自由度をテナントに提案してい
ます。共用部は、樹木やスチールの素材感を活かした
エントランス、照明による演出をしたエレベーター
ホール、アートを採用した屋内階段の階数表示等の
特徴的な企画を採り入れるとともに、くつろぎ空間と
しての屋上庭園やシャワールームを併設したラウン
ジも設置しています。
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ENGINEERING

脱炭素社会と安全・安心・健康な生活環境を
シミズのエンジニアリングが実現します。
エネルギー・環境・プラント・情報の分野でEPC※事業に取り組んでいます。

エネルギー分野は、太陽光に続く今後の重点分野として陸上および洋上風力等の

再生可能エネルギーに注力し、水素エネルギー、海洋資源開発等の

次世代に向けた取り組みも進めていきます。

環境分野で土壌・地下水浄化エンジニアリングを、

プラント分野で医薬・食品・機能性化学品工場等における

生産・物流エンジニアリングを、情報分野でIoT、AIを活用した

省エネ・生産自動化・セキュリティ等のICTエンジニアリングを強化します。

ICTは各分野にわたる総合的な取り組みを行い、

複雑に多様化するニーズに応えてビジネスチャンスの拡大を図ります。
※EPC：Engineering, Procurement and Construction（設計・調達・建設）

シミズの事業

エンジニアリング
事業
Engineering

（株）お菓子の香梅 阿蘇西原工場
熊本地震直後の復旧支援に引き続き、最新鋭食品工場の
生産設備の設計・施工を行いました。

安全・安心・省力化の食品工場建設
『 食 品 の 安 全 性 』に 向 け 厚 生 労 働 省 も
「HACCP制度化」を進めています。
当社ではこれまでの実績と経験からHACCP
に準拠した生産ラインを構築するとともに、労
働力不足、省力化に対応した生産性の高い食
品工場建設を推進しています。

プラントエンジニアリング

情報エンジニアリング

施設用途・顧客ニーズに応えるICTシステム
ネットワーク・セキュリティなど、情報インフラの構築と対
象施設の用途別、また顧客のニーズに合わせたICTシス
テム構築の情報エンジニアリングを行います。

福島県立医科大学 細胞バンク

エネルギーエンジニアリング

秋田潟上ウインドファーム（施工中）

環境浄化エンジニアリング

土壌浄化
原子力発電所事故により、環境中に
放出された放射性物質対策工事に取
り組んでいます。

中間貯蔵（大熊2工区）土壌貯蔵施設等工事

再生可能エネルギー
太陽光、陸上・洋上風力発電などの再生可能
エネルギー施設の建設に、企画提案、申請業務
から計画・設計・施工まで一貫して対応します。

シミズのエンジニアリング

● 海底資源開発
● 水素利活用

● 陸上風力発電
● 洋上風力発電
● 太陽光発電

新エネルギー分野

● 情報通信ネットワーク
● セキュリティシステム
● 病院情報システム

● ビル管理システム
● スマートＢＥＭＳ
● 学校情報システム

情報ソリューション分野

● 食品・飲料工場
● 半導体・液晶工場
● 物流・流通施設

● 医薬品工場
● 化学品工場
● 研究・実験施設
● 水処理施設

プラント分野

● 土壌・地下水浄化
● 土壌環境リスク
　マネジメント

● 土壌・地下水調査
● サイトアセスメント
● 放射性汚染土壌浄化・
　減容化

土壌環境分野

プラント新エネルギー

情報
ソリューション土壌環境

土壌環境

新エネルギー

プラント

情報ソリューション
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LIFE CYCLE
VALUATION

シミズの事業

LCV
事業

Life Cycle
Valuation

建物･インフラやエネルギー、
まちのライフサイクルにわたり
価値を持続的に向上させます。
LCV（ライフサイクル・バリュエーション）事業では、

建造物に付随するサービスの枠を超え、

BSP※1事業、エネルギー・インフラ運営事業、ICT・スマート事業の3事業が連携し、

社会やお客様にとって新たな価値やビジネスモデルを創出します。

省エネ・脱炭素化や事業継続性能の強化（ecoBCP）や、

執務・居住環境の健康・快適性能の向上（WELL）など、

多様化するお客様のニーズに対し、再生エネルギーやIoT、AIを活用し、

事業参画・投資を含めた包括的なサービス・ソリューションを提供します。

建物やインフラ、まちのライフサイクルにわたり、

持続的な価値向上と利用者の満足度向上を実現、

サステナブルな未来を構築します。
※1 BSP：ビルディング・サービスプロバイダー

施設運用事業
施設を整備する発注者のニーズを的確に捉え、
運営する施設の建物特性やライフサイクルに応
じたサービスを長期間にわたって継続的に提供
します。

多摩総合医療センター、小児総合医療センター（東京都）
4つの都立病院を多摩メディカルキャンパス内に移転し、病床
数1,350床の新病院に再編・整備し、医療関連サービスを提供
するPFI事業。シミズは建設のみならず事業運営会社の代表企
業として、両病院の運営、経営支援、建物の維持管理を行って
います。

再生可能エネルギー事業
再生可能エネルギー発電事業に取り組み、再生可能エネルギーの
活用拡大や環境価値の高い電力の調達サービスを提供、サステナ
ブル社会の実現に向けた脱炭素化需要にお応えします。

赤穂太陽光発電所（兵庫県）
約5万坪の広大な敷地に一般家庭3,800世帯分の電力量をま
かなえる約4.8万枚の太陽光発電パネルを設置。2014年4月
から20年間の予定で発電全量を関西電力に売電しています。

屋内外音声ナビゲーションシステムの実証実験の様子 京橋スマートコミュニティ（東京都）

WELL認証を取得した清水建設中国社上海オフィス 空港コンセッション事業のスキーム図

ガイダンスサービス
ビーコンが発信する位置情報を活用した高
精度な屋内外音声ナビゲーションシステム
とコグニティブ技術（あいまいな問いに対し
コンピュータが自律的に考え、学び、理解・
行動し、答えを導き出す技術）を活用した
サービス。来訪者（車椅子利用者、視覚障が
い者を含む）それぞれに適した誘導方法や
言語により、目的地まで快適に案内すること
を目指しています。

スマートコミュニティ
地域全体で電力の有効利用や再生可
能エネルギーの活用を促進し、事業
継続・生活維持を兼備するまちづくり
を行っています。地域の防災機能を強
化し、低炭素化を支援します。

PPP・コンセッション
PPP・コンセッションや地方自治
体のアセットマネジメント（AM）、
インフラのメンテナンス等、イン
フラ経営の合理化・収益向上に
対する需要にお応えします。

WELLサービス
健康・快適性の観点から建物・室内環境を
評価する「WELL認証」について、顧客施設
のWELL認証取得を推進しています。

シミズのLCV

L CV 事業
BSP事業

エネルギー・インフラ運営事業

ICT・スマート事業

建設事業

出資

融資

ターミナルビル
運営業務

滑走路
運営業務

発着料

国（航空局）

SPC
（空港経営）

当　　社

構成員（複数）

金融機関

運営権付与

売上

出資など

業務委託

エアライン

航空旅客

地方自治体

戦略サービス

収益最大化

運営サービス

長寿命化

O&M※5サービス

社会的価値最大化

サステナビリティ
サービス

満足度最大化

ワークライフ
サービス

 

■ FM※2・PM※3計画
■ リノベーション計画
■ パブリックアセット
　 サービス
■ 再生可能エネルギ ー
     活用戦略

■ 医療施設運営
■ 設備サービス
■ PPP※4・コンセッション
■ 再生可能エネルギ ー
     発電事業

※2 FM：ファシリティマネジメント
※3 PM：プロパティマネジメント
※4 PPP：パブリック・プライベート・パートナーシップ
※5 O&M：オペレーション＆メンテナンス（運転管理／維持）

投資最適化

■ 設備運転・監視
■ 設備点検・保守
■ インフラ維持管理
■ 再生可能エネルギー施設
      設備維持管理

■ 事業継続支援
■ エネルギーサービス
■ スマートコミュニティ
■ 電力小売り

■ WELLサービス
■ ガイダンスサービス
■ エリアモビリティ
■ ソーラーシェアリング

BSP事業

ICT・スマート事業

エネルギー・インフラ運営事業
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FRONTIER
BUSINESS

宇宙と地球のフロンティアに向けて、
新しい技術・構想を事業化します。
シミズは、宇宙、海洋など未利用空間の開発構想について、

1980年代から取り組みをはじめ、研究活動を行ってきました。

近年のIT技術の進展および民間資金の流入により、構想・研究開発段階から

事業化への展開が見込まれ、有望な市場として成長が期待されています。

今後、「海洋開発」、「宇宙開発」、「自然共生事業」、「ベンチャ一投資」の

4分野に注力し、フロンティア精神で新事業を創り出していきます。

シミズの事業

フロンティア
事業
Frontier
Business

深海力で地球再生を目指す都市「OCEAN SPIRAL」 
“深海を垂直につなぐ”という発想に基づき、深海が秘める無限
の可能性を利用して地球再生を図る未来都市構想。大気・海面・
深海・海底を垂直に統合することによリ、未開拓の深海力を活用
し、食糧・エネルギー・水・CO2・資源について、地球と人類の課
題解決を目指します。

小型ロケット打ち上げ事業
小型衛星専用ロケットのニーズ増加を背景
に、当社初の宇宙ビジネスへの挑戦として、
2018年7月、民間初の小型衛星打ち上げ事
業となる「スペースワン株式会社」に出資参
加しました。以降、共同出資パートナーととも
に、小型ロケットの開発および地上インフラス
トラクチャーの整備を進めています。

持続可能な環境アイランド
「GREEN FLOAT」
「植物質な都市」というコンセプトのもと、
赤道直下の太平洋上に、全く新しい発想の
環境共生型の人工浮体を建設し、総合的
な環境施策を備えた都市をゼロから考え
直した未来都市構想です。

大規模施設園芸への
取り組み
ICTによる環境制御技術の
活用により、効率的な計画
生産を行う次世代型農業に
おいて、建設業の持つ施設
整備、環境制御などの技術
を活かすことで、持続可能
な農業のあり方を構築して
いきます。

月開発利用
シミズでは宇宙空間や他天体での宇宙飛行士の活動をサポー
トする施設・設備の設計・施工および現地資源の利用に関す
る研究開発を進めてきました。2030年頃の実現を目指し、月
面の過酷な環境下における利用を想定した構造物の自動展
開・収納に関する研究開発を進めます。

バイオプラスチック（木質新素材）等の
脱化石原料事業への参入
木材由来のバイオプラスチックであるリグノフェノールの製
造・販売事業を目指して、研究開発を進めています。脱石油と
気候変動対策に貢献できるほか、地域の木材資源を活用する
ことで山を守ることができます。

ベンチャービジネス
日本では、ものづくりを中心としたベンチャー
ファンドに出資しています。また、イノベーション
のエコシステムの先進地であるシリコンバレー
においても、ベンチャーファンドへの出資を通じ
て、ベンチャーとの協業、アライアンスを構築し
ています。

シリコンバレーの中心地パロアルトの事務所

シミズのフロンティア事業

自然共生事業海洋開発
海洋都市開発ビジネスモデルの構築

▲

“海洋未来都市”という新しい市場の創出▲

設計施工から施設管理までのワンストップ
　ビジネスモデルの確立

宇宙開発
総合宇宙企業として
宇宙ビジネス新時代をリード

▲

小型ロケット打ち上げ事業への参入▲

衛星データ活用ビジネスの推進▲

月資源利用、月面構造物建設等の着実な
　研究開発の推進

ベンチャー投資
次世代の建設技術や地球規模の
課題解決型新規事業への投資

▲

将来性のあるベンチャー企業への投資
　およびコラボレーションの継続▲

オープンイノベーションによる
　建設ICT技術・ロボット・AI等の導入▲

ベンチャー投資による新規事業領域の拡大

環境イノべーションを実現する
農林水産事業の構築

▲

「食の安定供給」のための
　閉鎖型植物工場分野への参入▲

タンパク・脂肪の生産効率が高い
　微細藻類の生産販売▲

バイオプラスチック（木質新素材）等の
　脱化石原料事業への参入▲

農業残渣の活用、地域農業の再生

海洋開発

宇宙開発 ベンチャー投資

自然共生事業

苫東ファーム（株）（当社共同出資）のイチゴ菜園

リグノフェノールの概略
（（株）藤井基礎設計事務所より一部写真提供）

リグノフェノール

バイオプラスチック
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1944年、業界に先駆けて設置された技術研究所（研究課を設計部内に設置）。以来、建設技術の進歩に
大きな役割を果たしてきました。建築・⼟木以外にも電気、化学、医学、農学などの多様な⼈材が揃う研
究開発の拠点であるとともに、開発技術の実証や情報発信の場でもあります。お客様や社会の期待を
超える技術や価値の創造を目指し、日々研究開発に取り組んでいます。

10年後を準備する
− 新たな技術と価値の創造を目指して −

地震防災に関する先端技術の開発拠点　先端地震防災研究棟 
業界最高性能となる大型振動台「E-Beetle」と世界最高性能の大振幅振動台「E-Spider」を備えた研究施設です。
主要構造体から天井などの内外装材、設備まで含めた建物の総合的な耐震性能を把握できるほか、
超高層建物に設置される屋上設備や家具の動きを高い精度で再現することが可能です。

最大の規模・能力で
防耐風対策を進める風洞実験棟
風に関連する自然現象を再現して、構造物の耐風安全性
を確認したり、建物が建つことによる周辺地域への風の
影響を把握するための施設です。特に最近は、大規模都市
開発の環境アセスメントやヒートアイランド現象の分野
で、より高い精度が求められるようになっています。充実
したデータ処理システムも備え、リアルタイムで風の状況
を捉えることが可能です。

風洞実験棟外観

天井ボード取り付け資材の自動搬送 自動溶接

風洞実験の様子

細胞培養プロセスを最適化する研究施設S-Cellラボ
再生医療の普及に伴い増大が見込まれる細胞培養施設の建設ニーズに
対応した、培養環境のリアルタイム・モニタリングと培養プロセスについ
て統合的な実証が可能な研究施設です。クリーンルーム実験棟内に設置
しています。

建設ロボットの⾃律制御を
実証するロボット実験棟
最先端技術を搭載した、自律型ロボットが連携し
⼈とロボットが協働するShimz Smart Site®

（シミズ・スマート・サイト）。その開発現場が、
ロボット実験棟です。

「E-Beetle」での実験の様子

細胞調製室の安全キャビネット内での培養作業

再生医療実験室 S-Cellラボ

先端地震防災研究棟

大型振動台「E-Beetle」

「E-Spider」での地震体験の様子

大振幅振動台「E-Spider」

実験棟で説明を聴く小学生

R＆D

技術研究所
Institute

of Technology

シミズ・オープン・アカデミー
「ものづくり」の楽しさや建設の「面白さ、奥深さ」を若い世代に伝えていき
たいと考えて設立されたシミズ・オープン・アカデミーは、2018年で開講
10周年。延べ5万⼈の方に受講いただきました。技術研究所の専門家が講
師を務め、分かりやすく解説しています。

風洞実験を体感する高校生

本活動は、公益社団法⼈企業メセナ協議会より
芸術・文化支援による豊かな社会づ<りの取り
組みとして認定されました。
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ともに
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シミズ・ボランティア・アカデミーは、障がい者やパラスポーツに広く精通したボランティアの養成に寄与することを目的
として、２０１５年に設立しました。
講師にパラリンピアンを招いて、パラスポーツの実状やボランティアに求められる知識などを学ぶ基礎講座、視覚障が
い者の誘導方法や車椅子利用者の介助方法などを実習する体験講座で構成しています。これまで産学連携や官民連携
の形で、多くの大学や自治体と協力しながら市民向けの講座として開催してきました。誰もが輝けるインクルーシブな社
会の実現に向けて、今後も継続的に開催していきます。

戦前建てられた建造物の中には、震災や戦災に
耐え、今も大切に使われ続ける歴史的建造物が
全国各地にあります。当社では、そのような歴史
的建造物の価値や匠の技などを後世に伝承する
ため、建物を調査し記録を残す活動のほか、保存・
復元工事にも取り組んでいます。
当社の二代当主である清水喜助が手掛け、青森
県六戸町に移築されていた旧渋沢邸を、江東区
潮見の当社の敷地内に再移築し、保存を行います

（２０２３年竣工予定（２０１９年８月時点））。この
建物は、渋沢栄一翁が暮らした邸宅の中で唯一
現存し、当時の姿のまま残る歴史的、文化的にも
大変貴重なものです。
一方、東京都中央区と連携した中央区在住・在勤
の方々向けの生涯学習支援講座「中央区民カレ
ッジ」では、当社社員が講師として登壇し、「建築
に見るものづくりの歴史」をテーマに、地域の
方々に歴史的建造物の文化・芸術的価値を伝え
る活動も行っています。

インクルーシブな社会を目指す～シミズ・ボランティア・アカデミー～

歴史的建造物の伝承活動

社是である「論語と算盤」、コーポレートメッセージ「子どもたちに
誇れるしごとを。｣などの考え方に沿って、豊かな地球とそこに住
むすべての人々が幸せに暮らす未来社会をつくるために、企業市
民として積極的に社会・地域に貢献しています。

地域社会との共生を目指す。

２０１３年竣工の東京スクエアガーデンにある「京橋の丘」は、東京湾「海の
森」から皇居方面につながるグリーンロード・ネットワークの一端を担って
います。都市の生態系ネットワークを復元するために、生き物のすみかと
なる緑を創出することはもちろんのこと、その緑を有効活用することが求
められています。当社は、第一生命保険（株）と共同でこの「京橋の丘」
などの建物の外構緑地を活用した、生物多様性の勉強会を開催しました。
いきもの観察会や養蜂体験などを通じて、創出された建物緑地が、生き物
のすみかとなっていることを確認するとともに、都市における緑の重要性
と生物多様性を体感しました。

精巧な木工技術を伝承する東京木工場では、子どもたちに木の魅力を伝える木工教室などの「木育活動」を積極的に行い、子どもたちに
木の温かみを伝え、さらに、日本の木や森について考えてもらうきっかけとなることを目指しています。活動を開始した2007年度当
初は、従業員の家族向けだったこの木育活動も、今では地域社会の子どもたちを対象とした木工教室として全国各地で開催しています。
また東日本大震災発生の翌年からは、被災地である宮城県南三陸町の小学生を対象としたボランティア木工教室を継続的に開催して
います。当社と地域やそこで暮らす人々をつなげる活動として、これからも当社は「木育活動」を推進していきます。

いきもの観察会の様子。（一社）企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)が
企画したイベントである「いきものDays」の一環として実施

再移築前の旧渋沢邸（写真提供：NARU建築写真事務所）

小学生とその父親を対象に、親子で木工にチャレンジしてもらう、「おやじの出番！」木工教室南三陸町で行われているボランティア木工教室 車椅子の介助方法を実体験

完成した作品

パラリンピアンを講師に招いて行う基礎講座

建物緑地の創出と生物多様性教育への活用～東京スクエアガーデン「京橋の丘」～

子どもたちの豊かな心を育てる～東京木工場　木育活動～

第14回屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール国土交通大臣賞受賞、
「SEGES 2016 都市のオアシス」認定

COEXISTING
WITH SOCIETY    
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建設業界では、近い将来、熟練の技能労働者の大幅な減少が懸念されており、

次世代の担い手確保と生産性向上・労働環境の改善が求められています。

その取り組みの一つとしてシミズは、BIMとICTをベースに、自律型ロボットやアシスト機械等が連携する

Shimz Smart Site®（シミズ・スマート・サイト）を開発しました。

人とロボットが協働しながら工事を進める
次世代建築生産システム
「Shimz Smart Site®」を開発

シミズ･スマート・サイトのロボットは、タブレット端末からクラウドを介し、
作業指示を受けて、複数の自律型ロボットが連携して作業を行うのが特徴で、
全天候型軽量屋根「全天候カバー」と新型クレーン「Exter」、資材を運ぶ水平
搬送ロボット「Robo-Carrier」、鉄骨柱の溶接ロボット「Robo-Welder」、
天井や床材を施工する多能工ロボット「Robo-Buddy」で構成されています。
全天候カバーで覆われた現場内で、Exterが鉄骨の柱、梁を所定の位置に吊
り込み、Robo-Welderが柱を溶接しながら躯体工事を行います。下層階か
らは、Robo-Buddyが最終工程となる天井や床を仕上げていきます。また、
資材は、Robo-Carrierを核とする水平・垂直搬送システムにより所定の作
業階に搬送、仮置きされた後、Robo-Buddyの作業場所まで搬送されます。
順次首都圏の大規模現場を中心に、これらのロボットを展開していくととも
に、適用工種の拡大を図るため、ロボット開発を積極的に推進していきます。

シミズ・スマート・サイトを構成するロボット

トピックス

TOPICS

「シミズ・スマート・サイト」のイメージ。
上部にかかっているのは、全天候型軽量屋根「全天候カバー」

内装の多能工ロボット「ROBO-BUDDY」

鉄骨柱の溶接ロボット「ROBO-WELDER」

水平搬送ロボット「ROBO-CARRIER」

水平方向に伸縮可能なクレーン「EXTER」

Pivot式 Ring式
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