
　（一社）土地改良建設協会では、昨年10月に（公社）
農業農村工学会と締結した「農業農村工学系の技術者
育成、確保に向けた連携協定」に基づき、大学生に農
業農村工学や土木学の魅力を知ってもらうべく、9月
2日に大林組技術研究所、9月10日に清水建設技術研
究所の見学会を開催した。
　参加した学生は、実験施設の規模の大きさに加え、
環境保全や土壌改良など広範
な研究分野に驚き、ゼネコン
のイメージが大きく変わった
様子であった。

農業農村工学系の大学生のための
技術研究所の見学会

東京農工大学
農学部地域生態
システム学科
3年

川井　千晃

ㅡ今回の見学会で一番印象的であったのは、最先端の研究環境、最先端の環境配慮、最先
端の安心安全の3つをコンセプトに掲げた、オフィス環境の素晴らしさである。専門分
野の異なる研究員が1つの同じ空間に存在しており、研究員同士のコミュニケーション
が取りやすい場が構築されていて、互いに交流・刺激し合うことのできる研究環境となっ
ていた。快適性を感じさせる、とても開放感のあるオフィスであった。次に衝撃を受け
たのは、地震でも揺れないビルを世界で初めて実現したということである。スーパーア
クティブ制震システム「ラピュタ2D」により、建物の揺れを地面の揺れの50分の1に
まで低減することができ、震度5強までは建物の揺れを打ち消し、震度6以上の大地震
時には通常の免震建物として建物の安全性を確保できるという技術にとても驚いた。見
学した本館にもこのシステムが使用されており、実際に地下にある装置を直接目で見て
説明を受けることができたので理解が深まった。
ㅡ今回この見学会に参加することで、大林組技術研究所での様々な技術や環境を実際に知
ることができ、自らのこれからの進路を考える上でも良い機会となった。とても充実し
た見学会であった。

東京農業大学
地域環境科学部
地域創成科学科
3年

松本　第佑

ㅡ大林組における最新鋭の土木技術の中で、私が最も関心を得たのは、第5世代移動通信
システム（5G）を利用して、どんな土地であっても遠隔操作によって、ショベルカー
などを動かすことができる技術である。
ㅡ見学会後の交流会では、農林水産省の方々も加わり、仕事や土木技術など様々なことに
ついて深く知ることができた時間となった。大林組の方々のお話では、どうして研究所
で働くことになったのか、どういった思いで研究所で働いているのかを知ることができ、
今後研究職に就こうと考えている自分にとって非常に参考になるお話であった。自分も
強い思いを持って残りの大学生活を過ごし夢の実現をしたいと思った。また、農林水産
省の方々のお話では、実際に農林水産省が行なっている仕事について、知ることができ
た。実際に働いている方々のお話を聞いて、自分の今後の進路の視野が広がった。
ㅡ今回の見学会を通して、土木技術の最新鋭を見ることができたとともに、今後の土木技
術の可能性についても考えさせられる非常に有意義な時間を過ごすことができたと思
う。今後の進路を決める中で参考になる話ばかりで参加した甲斐があったと感じた。

大林組技術研究所 令和元年9月2日

大林組技術研究所

清水建設技術研究所

大林組技術研究所



三重大学
生物資源学部
共生環境学科
2年

杉村　桂伍

ㅡ大林組技術研究所を訪問して、驚いたことは、研究所全体が環境について意識し、さら
に、技術研究所の社員に環境を意識させるような働きかけをしていることです。窓を開
け、日光と風を取り入れるところは、いくつかの建物でも見ましたが、それをガラスフィ
ンやひさしで制御をしているところは初めて見ました。
ㅡオープンラボ2では、5Gを用いた機械の操縦のシミュレーションを見学し、これから
の工事現場や土木現場でこの研究が活用できるようになれば、部屋からの作業でよくな
り、現場でけがをする人の人数が減少し、少ない人数で現場を回すことができ、効率よ
く進めることができるようになるのでは、と感じました。
ㅡその後の、大林組の人と農林水産省の人との意見交換会はとても、自分にとってために
なるものでした。自分の質問に対してしっかり返答していただきとてもよい意見交換会
でした。
ㅡ自分は、まだ将来のイメージがあまりつかむことができていません。そのため、今回、
大林組技術研究所の見学、農林水産省や大林組の方と意見交換をしたことを参考にして
将来について考えていきたいと思います。

三重大学
生物資源学部
共生環境学科
2年

辻本　雅治

ㅡ本館を見学させて頂いた中で特に印象に残ったのが、環境配慮の様々な工夫です。屋内
に自然光をとり入れて室内を明るくしたり、風を利用して自然換気を行ったりするなど
の仕組みがありました。また、環境以外にもよりよい研究のために分野で分けず、多く
の人と接するようなデスクの配置や、パーテーションを置かないなどのコミュニケー
ションがとりやすい環境でした。
ㅡ次に2つのラボを見学させていただきました。まず驚いたのが実験スペースの広さでし
た。そこでは液状化の実験のことについてみせてもらいました。2つの違う地盤にそれ
ぞれモデルを置いて揺らしたときの影響の実験を見ました。液状化に対してどのような
対策をとるか考え、工夫して実験を行っていることを知り、どのような実験を行ってい
るか見ることができました。
ㅡ意見交換会では、大林組と農林水産省の方々のお話を聞かせていただきました。それぞ
れの取り組み、就職活動に関してのことなどを聞きました。自分の不安なことやわから
ないことなども相談できました。今回の見学会、意見交換会はとても有意義な時間でし
た。これからたくさん挑戦して、考え工夫して物事に取り組めるよう努力して生活しよ
うと思います。

京都大学
農学部
地域環境工学科
1年

加賀美　栞

ㅡ私は今回、まだ大学で専門的なことを学んでいない状態で大林組研究所の見学に参加さ
せていただきました。
ㅡ今回の見学で最も印象に残ったのは本館テクノステーションの省力化でした。この建物
は最先端の環境配慮、安全安心、研究環境の3つをコンセプトに掲げており、社員の快
適な仕事空間を保ちながら最高水準の省エネを達成しています。私はその省エネを達成
するために行われている様々な工夫に感動しました。私は今まで研究所は新しいものを
作り出すことに重点を置き、現時点での無駄を減らす努力をあまりしていないイメージ
だったので、新しい技術を探求しながらも無駄を最大限に減らして省力化を目指す大林
組研究所はとても魅力的に感じました。
ㅡ見学会に参加したことで今まで興味がなかった分野における最新の技術を体感すること
ができました。私自身も学部一年生で企業の研究所見学会に参加するのは早すぎると考
えていましたが、実際に参加してみると新しい技術を知ることで将来の視野が広がりま
すし、これからの大学生活で様々な知識を身に付けたいという意欲が出てきます。専門
に分かれていない時期にこそ、このような見学会を通して貴重な経験を積み、視野を広
げることも大切だなと感じました。

京都大学
農学部
地域環境工学科
4年

繁澤　良介

ㅡ見学会では最初に、大林組が建設した東京スカイツリーの建設現場の様子やそこで用い
られた技術の紹介ビデオを視聴した。ここで、東京スカイツリーに使用されているナッ
クルウォール工法や、スリップフォーム工法などが紹介された。中でも印象に残ってい
るのは「スカイジャスター」という吊荷を安定させる装置である。

ㅡ次に研究所内の「本館」「オープンラボ1」「オープンラボ2」の三つの建物を案内していただいた。
特に、本館（テクノステーション）の掲げているコンセプトとして、「最先端の研究環境」
「最先端の環境配慮」「最先端の安全安心」の3つが挙げられている。これらの中で、「最
先端の研究環境」を具現化した、本館内部の細やかな工夫の数々が私の印象に残った。

ㅡ見学案内の後には、農林水産省、大林組の研究員の方との意見交換会が行われた。農林水
産省の方からはお仕事の内容や、そこに関わる人の多様さについてお話いただき、農林
水産省の魅力を知ることができた。また、研究員の方からは大林組という企業における
研究と大学における研究の違いについてお話をいただいた。
ㅡ非常に有意義な意見交換会であったと感じている。
ㅡ最後になりましたが、この経験をもとに、これからの研究生活や就職についてさらに考
えを深めていきたいと思います。

大林組技術研究所



大阪府立大学
生命環境科学域
緑地環境科学類
3年

名嘉　大助

ㅡ農業土木を専攻している私にとって、見学したオフィスに凝らされた工夫に驚きでした。
温度と明るさの二点を快適かつ省エネルギーで実現するための工夫です。研究所オフィ
スに訪れた際に電灯が消えており廊下が薄暗く、不自然さを感じていましたが、必要な
部分に集中して照明と空調を実施するという説明を聞いて納得しました。研究所オフィ
スの見学を通して、研究所のコンセプト通り、最先端の研究環境でありながら、最先端
の環境配慮を行っていることが分かりました。

ㅡ研究オフィスの他に驚いたもの免震装置です。オープンラボ2の振動体験装置で実際に
ラピュタ2Dを設置していない場合のゆれと、設置している場合を体験しました。自然
災害が多い日本の免振技術の高さを実感することができました。

ㅡ研究所の中で最も興味深かったものは、5Gを活用した遠隔操作が可能な重機です。純
粋な土木・建築技術以外の研究も展示されており、高齢化が進行し、担い手が不足する
社会環境に対応するような技術も開発されていることが分かりました。

ㅡ最後に、意見交流会では農林水産省の方から仕事内容や国で行う事業のやりがいなどの
お話を伺うことができました。この貴重な経験をこれからの研究や勉学に活かしていき
たいと思います。

鳥取大学
生命環境農学科
国際乾燥地農学コース
3年

杉川　もゑ

ㅡ私が一番関心を持ったのは、多くの工夫が施されていた職場環境です。
ㅡまず自然換気システムは、外に設置してある花粉を検知する機械を連動させたものでし

た。考えられているなと感じたのは、自然換気用の窓は誰か気付いた人がボタンを押す
ことによって開くように設定されていたところです。社員の自発的な行動をその中に組
み込むことによって、環境に対する意識の向上に努めているのだと感心しました。次に
面白いと感じたのは、タスクパネルの効果的な利用方法です。1人1人の業務デスクに
取り付けられており、夏は冷水、冬は温水を流すことによって過ごしやすい環境を作り
上げています。

ㅡ仕事内容もとても興味深いものでした。中でも目をひいたのは、地震の揺れから構造物
をまもる機械についてです。油圧アクチュエータを用いることによって、X軸Y軸どち
らからの揺れにも対応できるように考えられてありました。

ㅡまた会社を見学させて頂いた後は、農林水産省との意見交換会の場も儲けていただきま
した。実際に勤められている方の話を聞ける貴重な機会で、勤務体系や仕事の内容など
詳しく知ることができて嬉しかったです。

高知大学
農林資源環境科学科
3年

川内　友太郎

ㅡ今回の見学会では、まず大林組技術研究所の概要と東京スカイツリーの建設に関する
VTRを視聴し、大林組技術研究所の役割や大林組の事業について理解することができ
た。次に、大林組技術研究所の本館とオープンラボの見学を行った。本館の見学で特に
印象に残っていることは、エネルギー消費を極力抑える工夫をしていたことである。社
員証による空調管理や太陽光を積極的に活用できる天井構造による照明電力の削減、屋
根上で太陽光発電等を行うことによって、ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）を達成して
いる。現在、環境問題が深刻な課題となっており、大手ゼネコンである大林組の施設が
率先して環境対策を行っているということは大きな意味があると思う。

ㅡ見学会の後に、意見交換会が催された。農林水産省の概要や事業等についての説明をし
ていただき、その後個別にお話を伺った。東日本大震災関連の事業や取り組み、東北の
現状についてのお話を伺った。現在は活気が戻りつつあるということであったが、まだ
まだ課題は山積していると思われる。そんな中で土木の知識を活かすことで解決できる
課題も多くあると思う。こうした課題を解決できるような人材となれるように、大学で
の学習を充実させていきたい。

高知大学
農林海洋科学部
農林資源環境科学科
2年

木村　海秀

ㅡ大林組技術研究所では、例えばIT技術から環境への配慮など、想像以上に多様な分野で
の研究や開発が行われており、会社が手掛ける事業の幅広さを実感したとともに、イン
フラ整備事業の必要性を改めて感じた。

ㅡ見学会を通して特に印象に残ったことは、大きく2つある。まず、自然環境への負荷を
最小限に抑えながら、非常に快適な研究環境が用意されていた事である。その例として、
本館テクノステーションにはゼロエネルギーというコンセプトがある。この技術は、ビ
ルやオフィスにおける消費エネルギーが多い日本において、将来的に必要な技術になる
と考えられる。

ㅡ次に印象に残ったことは、スーパーアクティブ制震システム「ラピュタ2D」である。
このシステムは地震による建物の揺れを1/30から1/50にまで低減することができ、そ
の仕組みとして、実際の揺れと反対方向に建物を動かすことにより地震による揺れを大
きく軽減できるというものである。

ㅡ最後に、大林組技術研究所の研究員の方と農林水産省の方を交えた意見交換の会では、
企業と公務員の両者のお話を参考に違いを感じられた。研究内容以外にも実際に働いて
感じた事や就職活動をする上で参考になるお話を聞くことができ、非常に充実した時間
を過ごせたと感じた。

大林組技術研究所



高知大学
農林海洋科学部
農林資源環境科学科
3年

中井　孝彰

ㅡ見学会の中でも、特に感銘を受けたものは空調技術と制震システムでした。
ㅡまず空調に用いられている技術ですが、基本的な構造は一般的によく知られている「熱
対流」を活用してエアコンを極力使用せずに館内の気温を制御しています。大林組では
この空調を直接と間接の2つの面で気温を制御することで実現しています。
ㅡ省エネ性も実現していることは環境配慮について学んでいる私にとって非常に大切な経
験となりました。
ㅡ次に本館に採用されている制震システムについてですが、オフィスルームではパッシブ
とアクティブの制震システムの違いを体験でき、リアルタイムでたわむ橋の振動を相殺
している様子を目で見たことでアクティブ制震の性能の高さを実感しました。
ㅡオープンラボ2でのラピュタⓇ2Dの制震体験は制震技術の素晴らしさだけでなく、高層
建築物の被災について深く理解できました。
ㅡ見学会の最後に行われた意見交換会では大林組の若手研究員の方とお話し、大林組への
就職に関して重要な意見をいただけました。
ㅡまた、農林水産省の方々とも意見交換し、事業が人の役に立ったためやりがいを感じた
とおっしゃっていて、誇りをもって働く人々もいるのだと再確認した。

高知大学
農林海洋科学部
農林資源環境科学科
3年

砂山　直敬

ㅡ今回様々な施設を見学させていただいたのだが、その中でも心惹かれた施設が2つあっ
た。まず1つ目はテクノステーション内のワークプレイスにおけるパーソナル空調シス
テムである。2つ目に関しては油圧ショベル等の重機を遠隔操作する技術についてであ
る。
ㅡその後の意見交換会では個人面談のように個別の疑問について回答していただいた。大
林組の方からはパーソナル空調システムについて、私が疑問に感じたことを投げると細
やかに説明していただけた。また、農林水産省の方からは今後の農業土木をどのような
方向に進めて行こうとしているかについての方向性の一部分を聴くことが出来たように
感じた。
ㅡ最後に、今回の見学会では現在の大手ゼネコンの技術力の一端を見聞き体験することが
出来とても良い機会となった。さらに意見交換会では私の立場では想像することが精一
杯の数多くの疑問に関して大林組の方々や農林水産省の方々から回答していただけて見
分を広めるための有意義な時間となった。

九州大学
農学部
生物資源環境学科
3年

岩垣　浩志

ㅡ今回の見学で、本館テクノステーションにおけるZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）が特
に印象的であった。自分の中でゼネコンは環境とはあまり結びついていなかったが、大
林組が技術研究所本館テクノステーションのような、徹底的に環境に配慮したビルを建
てていることに驚いた。建物内で活動する人が積極的に省エネを意識し、実践していけ
るような仕組みを作っていた。
ㅡ世界初の制振システムである「ラピュタ2D」における油圧アクチュエータを見学した。
これは、震度5までの地震なら、地面の揺れを建物に伝えることをほぼ阻止できるとい
う。模型による実験で震度5強の揺れを加えても、床に立てた鉛筆が倒れないというか
ら驚きだ。このような技術は手術室や歴史的建造物など、揺れてはいけないような状況
や建物の制振として使われるそうだ。
ㅡ農水省職員の方と座談会のような形でお話を伺うことができた。農水省職員の方の直接
の声をフランクに話していただけるような雰囲気で、職員の方のお話を伺っていると、
国という大きな舞台で仕事をすることのやりがいがひしひしと伝わってきた。

琉球大学
農学部
地域農業工学科
3年

佐野　杜人

ㅡ今回の大林組技術研究所見学会において、最も驚いたのは技術研究所内のオフィスであ
る。大林組ではエネルギースマート化プロジェクトによる再生可能エネルギーの最大限
利用やピーク電力・電力需要の低減が行われており、非常に感銘を受けた。また、オフィ
ス内の構成も部署ごとの隔たりがなく、効率的で社交性を図ることのできる導線の工夫
にも感心した。
ㅡオープンラボ1では大型振動台を見学した。液状化現象などの地震時の地盤の動的挙動
を再現するための試験装置である。ここでは液状化現象の仕組みやその危険性、大型の
装置で実験を行うことの意義を学ぶことができた。
ㅡオープンラボ2では振動体験装置により、3.11の揺れやラピュタ2Dを搭載した場合の
揺れなど、様々な揺れを体験した。大地震などの大災害は人々に心の傷を残すことが多
い。揺れを体験したことで、改めて大林組の最先端の技術を駆使し、一人でも多くの人々
の不安を和らげてほしいと感じた。
ㅡ農林水産省を交えた意見交換会では、密度の濃い時間を過ごすことができた。大林組技
術職員の方からのお話の中の、「日常で見たり感じたりした小さな出来事が、将来の選
択肢を決める大きなきっかけになることがある。」という部分が心に残った。

大林組技術研究所



琉球大学
農学部
地域農業工学科
3年

平良　碩紹

ㅡ大林組の研究施設を見学させてもらったことで私は驚かされることが多々ありました。
その中でも、とても魅力を感じた2点について紹介していきたいと思います。まず、ワー
クプレイスです。一般的なワークプレイスは部、課ごとに分かれておりこじんまりとし
たイメージがありますが、大林組のワークプレイスは多種多様な専門分野の方々がワン
ルームに収められており、広い空間でお互い高め合っているのだと聞きました。社員が
どういったら仕事がはかどるかを第一に考え、快適に仕事が進められる空間だと感銘を
受けました。次に、地震に備えた研究についてです。大林組では、スーパーアクティ
ブ制震システム「ラピュタ2D」を開発されており、建物の揺れを地面の揺れの50分の
1に低減するといったものでした。地震が多い日本ですが、このように世界最高峰のシ
ステムが開発されていくことで私たちは快適な暮らしができているのだと深く感じまし
た。
ㅡ最後に、農林水産省の方を交えた意見交換会が開かれました。農林水産省と聞くと私に
とってはとても上の存在に感じましたが、仕事内容、採用情報、試験についてなど詳し
く教えて頂きました。私と同じ大学の先輩もいて、色々話すことができ、勇気と希望を
もらいました。

琉球大学
大学院
農学研究科
亜熱帯農学専攻
院1年

前川　英樹

ㅡ見学会で特に印象に残ったことは、再生可能エネルギーなどを積極的に利活用した研究
環境でした。ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）と呼ばれるオフィスビルでは、建物運用
時の1次エネルギー消費量を再生可能エネルギーで補い、年間を通じて総合的にゼロに
する取り組みを行っていました。
ㅡ見学した施設は環境に配慮し且つ快適なオフィス環境・社員に配慮した施設設備である
ことに深く感銘を受けました。
ㅡ施設見学では「ラピュタ2D」の実機を見ることができました。従来の積層ゴムによる
免震システムに加え「ラピュタ2D」を導入することにより地震による建物の揺れを大
幅に低減できることを知りました。また液状化現象など地震時の動的挙動を再現できる
「大型振動台」の見学もしました。ここでは液状化現象のメカニズムから対策への取り
組みについて学ぶことができました。このような設備は大学の実験棟では恐らく見られ
なく、ゼネコンの実験施設の規模の大きさに圧倒されました。
ㅡ今回の見学会を通して、大林組技術研究所のコンセプトである「最先端の研究環境」「最
先端の環境配慮」「最先端の安全安心」に感心したのと同時にこれらのコンセプトの重
要性について考えさせられました。

大林組技術研究所

本館テクノステーション講堂での全体説明
（大林組技術研究所）

本館会議室での全体説明
（清水建設技術研究所）
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北海道大学
農学部
森林科学科
2年

伊藤　玲

ㅡ清水建設技術研究所は、近未来的で独特な佇まいで、やはり数々の秘密が隠されていた。
まず、柱頭免震装置。これは、柱の上部に取り付けることで、柱の上に乗っかっている
建物を免震にすることができる装置である。1階部分は耐震構造、2階以上部分は免震
構造が施されていた。1階部分と2階以上部分を繋ぐ階段・エレベーターはどちらも2階
以上部分から吊り下げられていて、とても珍妙な光景であった。他には、風洞実験装置
の中に入って風速30mの強風を体験したり、ビオトープとして設置した池の内部を覗
いたりした。
ㅡ研究所を後にして農林水産省に向かった。そこでは、農村振興局や大臣官房の職員さん
だけでなく、清水建設の社員さんも控えていて、存分に意見交換が行われた。どうして
この職に就きたいと思ったのか、現在はどんな仕事をしているのか、結婚相手はどのよ
うにして見つけたのか…。どれほど稚拙な質問にも、老若男女様々な方々が、優しく答
えてくださった。
ㅡ見学会と意見交換会、どちらも短い時間だったが、将来を考えるのにとても有益な情報
を得ることができた。今回の見学会は、私のように将来が全く決まってない人にもお勧
めしたい、そんなイベントでした。

北里大学
獣医学部
生物環境科学科　
2年

島津　隆盛

ㅡ今回の見学会は僅か一日の日程であった。技術研究所では免震装置、ビオトープ、自律
ロボット、地震再現装置などの技術を研鑽するための取り組みが、農林水産省での懇談
会では組織の構成や海外派遣、実務における農家との関わりの小話などから、それらの
実際を垣間見ることが出来た。

ㅡ質疑応答をまとめる。清水建設では2つある。1つ目は、免震装置について想定外の揺れ
に対する対応である。回答は、想定される最大を効率よく満たすことが仕事であり、安全
率は確保するものの想定外の為に動くことは過剰な投資となる、とのことであった。2つ
目はビオトープ事業において、顧客によっては過小な予算により不適切なビオトープが
作られる可能性についてであり、企業は顧客の要望に従うので、有り得るとの回答であっ
た。
ㅡ次に農林水産省についてである。質問は、事業に都市計画で見られるような退去などの
強権を感じないことである。その回答は、対象住民の合意が得られるまでには何年も掛
けることがあるとのことであった。都市計画と農村計画の違い、また農林水産省のスタ
ンスを知ることが出来た。

北里大学
獣医学部
生物環境科学科
1年

佐藤　崚人

ㅡ研究所本館は一目でそれとわかる特徴的な建物で、敷地内に入ってすぐ見える赤と黒が
目を引く6本の柱が、印象に残った。後の説明で、この6本の柱で建物全体を支え、建
物自体は地面とは接していないことを明かされた。東日本大震災のときの実際の映像で
は、建物本体と支える柱のずれが見えたが、建物はほとんど揺れていなかった。ここで、
清水建設の技術力と免振装置の効果と重要性を実感した。
ㅡ風洞実験棟では、実際に風洞実験の装置で風速30m/sの風を体験したが、立っていら
れるのがやっとでした。野外にはビオトープがあり、定期的な清掃以外はほとんど手を
つけていないそうで、鳥がいたり様々な植物が繁茂していて良い環境であることがうか
がえた。こういった生物や環境に対するアプローチを、大手ゼネコンが実際に行ってい
ることは驚きだった。
ㅡ農林水産省での意見交換会では、普段どんな仕事をしているか、実際の職場環境の話な
ど、普段は知りえないことをきくことができた。まだ目標が固まっていない私に、これ
から大学で学ぶときの姿勢や公務員を目指すときのアドバイスを頂いた。今回の見学会
と意見交換会は進路について考えるいいきっかけになったと思います。

岩手大学
農学部
食料生産環境学科
3年

阿部　成香

ㅡ技術研究所で印象に残ったことを三点挙げていく。
ㅡ一つ目は、清水建設株式会社が長い歴史の中で伝統を守りながら、新たなことへの挑戦
もし続けているところである。寺社仏閣の修繕工事での評判は今まで耳にしていたが、
伝統を守るには特殊な器具や職人の熟練した技が必要であるので、長い歴史のある清水
建設ならではの特色だと感じた。現在は宇宙開発や、持続可能な環境アイランドの構想
など、実現が不可能ではないレベルの研究をしていることを知り、これからも挑戦し続
ける企業なのだと感じた。
ㅡ二つ目は、地震や環境問題という、今ある課題に向けての研究をしているところである。
耐震・制震・免震の違いについて知らなかったが、比較のモデルがあってとても分かり
やすかった。環境問題については、実際に研究所内にビオトープをつくっていたところ
が素晴らしいと感じた。建設業は環境を壊すものというイメージが強いが、今は環境と
の共生を考えているのだと感じた。
ㅡ農林水産省では公務員の社会的な役割や仕事の内容について聞くことができて、自分が
どういうことをやりたいのか、どこに行けばそれができるのかを考えるためにとても良
いお話を聞くことができた。



岩手大学
農学部
食料生産環境学科
3年

伊藤　潤

ㅡ見学会で最も印象に残ったものは、先端地震防災研究棟です。日本の災害における、もっ
とも大きな問題として地震が挙げられると思います。そんな地震に関して、過去に地球
上で発生した地震をすべて再現できる大型振動台E-Beetle、超高層ビル最上階の揺れ
を再現できる大振幅振動台E-spiderという装置を自社で開発し研究をしており、地震
防災技術の研究の最先端であると感じました。研究所の建物自体も、免振装置をむき出
しにし、地震発生時は定点カメラ等でその動きを観察できるようになっているなど、自
ら実験台となり地震に対する研究の熱量をとても感じました。
ㅡ近年、様々な業界で人手不足、働き方改革が問題視されており、現場で作業する方々の
負担軽減、省人化を目指すべくとして研究されているロボットについてもとても興味を
持ちました。
ㅡ清水建設技術研究所見学会を通じて様々なことを学ぶ事ができました。ゼネコンという
と、現場だけで働くというイメージが強くありました。しかし、そんな現場を支えるた
めには、常に先を読んだ研究があるからこそ成り立っているものなのだと強く感じ、研
究の大切さであったり、面白さを学ぶ事ができたと思います。

岩手大学
農学部
食料生産環境学科
3年

田宮　圭祐

ㅡ技術研では様々なことを見て体験できました。まず、技術研究所自体の構造です。免震
構造は普通地中に埋まっているものなのでなかなか目にすることはできません。見学で
きるようにあえて見える位置に取り付けたと聴きました。次に風洞実験についてです。
新しく建物を建てるたびに模型をつくると聴き思った以上のお金がかかるなと思いまし
たが、この実験をしないと甚大な被害がでる可能性があるのでとても重要な実験である
ということが分かりました。さらに最大風速30mを体験しました。滅多に体験するこ
とができないのでとても楽しかったです。巨大地震の揺れを再現できる施設もあり地震
に負けない対策もできることが分かりました。グリーンフロートは夢のような話に感じ
たがそう遠くない未来にできている可能性があることを知り、今の技術は自分が思って
いる以上にすごく進んでいると感じました。
ㅡ技術研究所を見学して建物の構造にすごい興味を持ちました。特に首都直下型地震など
の大型地震はこれから起こる可能性が大きいので、しっかりと地震対策しなければいけ
ないと思いました。今回見たこと聴いたことを今後の学びにつなげていきたいです。

山形大学
食料生命環境学科
3年

濵村　文崇

ㅡ清水建設の見学会ではその技術力と規模の大きさ、歴史の古さに驚かされた。地震系統
の分野は自分の専門からは少し外れるが、免震構造の実証の為に研究所の一階柱部分に
それを取り入れ、東北大震災の際にその有効性を示すことになったエピソードやその他
の階段やエレベーターを上から吊り下げる事で免震する構造は自分にとっては非常に興
味深いものであった。一階横のビオトープは自分の分野とも関わり深いものであり、魚
を放流した為に鴨が現れ、それに付着した植物が新たにその場所に芽吹く事や、魚を捕
食しに現れる鷺が近くの川には現れない事の理由などはとても為になる話であった。歴
史的面では初代社長が宮大工であった為に寺の補修を行う事、様々な分野の知識を総動
員して予定より早く完成させられた代々木競技場のエピソードなどその重みを感じさせ
られた。赤道直下に建設される自給自足を行う気候に左右されない安定した空中都市に
ついては夢のような話であるとその場では思ったが、技術的には既に可能な段階にある
と聞かされその技術力に驚愕した。全体を通して、驚きと関心を感じると共に自分の勉
強不足を実感させられることとなった。

筑波大学
生物資源学類
1年

中村　勇太

ㅡ技術研究所の見学を通し、これから自分の進路を選択する上で、一見自分の専攻と異な
るように見えても、よく探してみると知識を活かすことができる場所もあるということ
を実感することができ、また建設会社のイメージを大きく変えてくれる機会にもなった。
ㅡ見学会の後、霞が関の合同庁舎に移動し農水省の職員の方と清水建設の方を交えた意見
交換会となった。主として農水省のブースに参加した。農水省の方々は私達の質問に対
し初歩的なことから踏み込んだことまで丁寧に答えてくださり、貴重な情報もたくさん
教えてくださった。また対応してくださった方々は皆気さくにお話してくださったため、
リラックスした雰囲気の中で楽しく意見交換を行うことができた。職員の方には私達と
同じような系統の学科を卒業された方が多く、公務員関連のお話にとどまらず研究や大
学生活についてのアドバイスなどまさに「人生の先輩」として有益なアドバイスを多く
いただくことができた。
ㅡ見学会と意見交換会はどちらも私の視野を広げてくれる大変有意義な機会となった。こ
のようなチャンスがあれば、ぜひまた参加したいと考えている。

清水建設技術研究所



東京大学
大学院
農学生命科学研究科
修士１年

佐々木　泰介

ㅡ清水建設技術研究所では、清水建設についての概要の説明と具体的な研究施設の見学を
行った。特に地震に対応するための設備が多く見られた。地震には、耐震、免震、制震
の3種類のアプローチがあり、その中でも清水建設は制震と免震に力を入れていた。清
水建設技術研究所自体にも、免震用にバネがつけられており、従来の地震対策より大幅
に揺れを軽減できると仰っていた。阪神淡路大震災、東日本大震災などの超大型地震を
踏まえつつ、将来起こるであろう首都直下型地震が懸念される中で地震に対する技術が
向上してきているのはとても心強いと感じた。
ㅡ研究所見学の後は、農水省へ向かい、農水省や清水建設の方々との座談会が行われた。
自分は清水建設に興味があったので、ずっと清水建設の社員の方々に話を伺っていた。
今までのゼネコンのイメージはあまり良くなく、労働環境が厳しいという印象だった。
そのことについて尋ねてみると、昔はそうだったがここ数年でかなり改善されたと仰っ
ていた。自分の懸念していた点の多くに予想以上に良い回答を頂いた。また実際に社員
の方々に質問ができたので仕事のイメージもわいた。そのため、本見学会に参加してよ
かったと思いました。

新潟大学
大学院
自然科学研究科
修士1年

萩原　大生

ㅡ清水建設の研究所を見学させていただき印象に残ったことが2点ありました。
ㅡ1点目は、地震対策を重視していることです。規模の大きな地震が比較的多く発生する
日本において、その対策を行うことは不可欠です。特に興味深かったことは、地震発生
時の柱の挙動をカメラで観測し、データとして記録していることです。建設分野におい
て、地震の研究は避けて通れないことであり、かつ最も重要な課題であることを改めて
理解しました。
ㅡ2点目は、環境に配慮した取り組みを行っていることです。研究所内にビオトープを設
置し、環境に関する研究を実施していることが印象的でした。建設分野では、構造物の
性能や防災という方に注目してしまいますが、自然環境とのバランスを含めて人工の構
造物を設計していくことが不可欠であると認識しました。
ㅡ農林水産省での意見交換会では、職員の方と気兼ねなくお話をすることができ、大変貴
重な経験をさせていただきました。国家公務員の働き方やこれまで携わった業務など実
際にお仕事をされてる方から直接お聞きすることができ、勉強になりました。また、こ
ちらの考えや進路について丁寧に聞いて下さったことを嬉しく感じました。非常に実り
ある時間を過ごすことができました。

岐阜大学
大学院
自然科学技術研究科
院1年

野寺　美輝

ㅡ会社概要の説明では、建設会社というものがどんな仕事をしているのかはもちろんのこ
と、清水建設でどのような取り組みを行っているかの説明を受けました。建設会社と聞
くと、都会の大きなビルを作っているイメージがあったが、ビルだけでなく、神社の保
存修理まで行っていると知り、驚きました。また、これから予想される環境変化に適応
できるような、海上都市や、宇宙開発というような、夢にあふれた挑戦をしていると聞
き、心躍りました。
ㅡ農林水産省での意見交換会では、とても近い距離で、清水建設の方や、農林水産省の方
とお話することが出来ました。職員の方との距離も近く、話しやすい雰囲気で、様々な
話をたくさん聞けました。また、今回の意見交換会には女性の方が何人かいらしたので、
女性職員視点の話もたくさん聞けて、とても参考になりました。
ㅡ私は今まで、大学で農業土木を専攻しているということもあり、がっつり土木のイメー
ジがあったゼネコンに関することは自分には必要ないと考え避けてきましたが、今回の
見学会に参加したことで、土木や建築の世界も面白いことをやっていることがわかりま
した。

京都大学
農学部
地域環境工学科
1年

太田垣　絢乃

ㅡ清水建設の研究所を見て回った中で、一番印象に残ったのはE-beetleとE-spiderであっ
た。
ㅡE-beetleは、今まで起きた全ての地震の揺れを再現できる大型振動台、E-spiderは、
周期の長い振動を再現できる、振り幅の大きい振動台である。
ㅡただ、これらは今までの地震への対策というのを目的としており、これから起きると言
われている南海トラフ地震などは対象とされていない。この災害大国で生まれ育った私
としては、これからにも目を向けた実験や研究をできるようなればいいなと思った。
ㅡそして、研究所で一番興味をそそられたのが、海面に浮いた形の近未来的な都市の建設
の計画であった。ツバルでは、地球温暖化に伴う海面上昇で土地が海に覆われて、無く
なってしまうことが問題とされている。海上都市を作るというのはこのツバルに住む
人々のこれからをささえていくこととなるだろう。
ㅡまた、意見交換会では、清水建設の方や農林水産省の方と対面でお話を聞くことができ
ました。
ㅡ民間企業と官公庁のお話を今回同時に聞けて、頭の中で比較しながら将来についての考
えを整理するきっかけを得ることができ、とてもありがたかったです。

清水建設技術研究所



京都大学
農学部
地域環境工学科
2年

斉藤　圭紀

ㅡ清水建設研究所では、日本の主な災害である地震に対して熱心に取り組んでおり、業界
最高性能である大型振動台と世界最高性能である大振幅振動台を備えている先端地震防
災研究棟という地震研究の専門施設もあるほどでした。多くの地震対策を見学すること
で建築業界のおもしろみを感じました。

ㅡ見学会で1番印象に残ったものはビオトープ研究です。建物の自然への影響を観察して
いるそうです。考えてみればこれをすることは当たり前なのですが、建築業界に無知で
あった僕にとっては目から鱗でした。

ㅡまた、上の研究からさらに発展してGREEN FLOATという都市を造る計画のお話も伺
いました。人間が省エネルギーに努める従来の都市とは違い、自然の恵みを最大限に活
かすことでエネルギーを消費しないという点でこの都市は優れているそうです。建設会
社はただ顧客の要望する建物を造っていると思っていたので、このように人類が直面し
ている問題の解決にも関わっているということにスケールの大きさを感じました。「人
工物」と「自然」、この2つの関係を上手く保つことが建設業界では大事であると感じ、
農業土木を学ぶ上での指針とすることができました。

京都大学
地域環境工学科
1年

細川　裕未

ㅡ清水建設株式会社技術研究所では、今まで見たことのないほど万全な免震対策や節電対
策がなされていることが印象に残りました。研究所では、目的に合わせた材料の研究、
一見関係なさそうに見える化学系の研究、ビオトープを用いた環境保全の研究、過去に
起きた全ての地震の揺れを再現して活用する最先端の地震防災についての研究、人口減
少に伴い懸念される働き手不足を解消するような作業ロボットの研究など、建物を立て
るのに様々な点から研究がなされていることを知りました。最も驚いたのは、無限の可
能性を秘めた深海や安定するという特徴を持つ赤道直下を利用して、未来都市を構想す
る取り組みです。

ㅡ次に農林水産省は日本の農林水産業の要となる組織であるため会場はピリピリとした緊
張感が漂っているのだろうと想像していましたが、実際はとても和やかな雰囲気で気軽
になんでも質問できました。

ㅡ今回、この見学会に参加して本当に良かったです。実際足を運んでみなければ分からな
い職場の雰囲気や仕事内容を知ることや職場の方々の話を聞くことができ、視野が広が
りました。これからも自分が少しでも興味を持った場所には積極的に足を運び、自分が
どのように社会に貢献したいのか模索していきたいです。

鳥取大学
農学部
生命環境農学科
3年

新井　みのり

ㅡ技術研究所見学会に参加してみて特に強く印象に残ったことは、清水建設さんの技術研
究所見学会で目の当たりにした、日本の未来を作り上げていくような斬新な技術と、農
林水産省で行われた意見交換会での現場で働く人の生の声である。

ㅡ清水建設さんの研究所見学会では、講義形式での建設業、ゼネコンといったものの説明
や清水建設さんが力を入れている事業について説明して頂いた。

ㅡ農林水産省で行われた意見交換会では、同じ農業土木を学ぶ日本各地の大学生、農林水
産省の土木の分野で働く国家公務員の方々、清水建設の方々と意見交換を行った。農林
水産省の建物に入るだけでも物凄く緊張したが、農林水産省の方も清水建設の方も物凄
く優しく話しやすい雰囲気で、就職活動において気になっていたことを沢山聞くことが
できた。なかなかこのような機会はないのではないか、というくらい良い経験になった。
企業さんの説明会に行ったり、大学で就職活動について調べたりするだけでは得られな
い情報や触れ合いができてとても良かった。今回の技術研究所見学会で得たことを生か
して、今後の学修や就職活動をしていきたい。

鳥取大学
農学部
生命環境農学科
3年

筏津　春花

ㅡ研究所の見学では様々な施設や技術を、建設分野に明るくない私でも理解できるように
易しく紹介していただいた。その中でも特に現場作業ロボットの開発と未来都市構想に
ついての2点が印象的だった。現場作業を担う機械について、施工現場で働く技術者の
減少という業界全体の課題を機械労働力で改善しようと試みる姿勢が好印象だった。空
中都市の構想はCMで見たことがあり存在を知ってはいたが、月で太陽光発電を行う構
想や海中の資源を活用する都市構想はこの見学会で初めて知った。全体を通して、清水
建設がもつ、人々の安全と環境への責任を感じた。

ㅡ見学後、清水建設の技術研究所を後にし、農林水産省へ向かった。清水建設の方々と農
林水産省の方々からお話を頂戴した後、座談会の場をお借りして様々なお話を伺った。
キャリア設計について考える機会の少なかった私にとっては、大変刺激的な時間であっ
た。

ㅡ今回の見学会および座談会では、今まで狭かったキャリアの視野を広げ、多くの知識を
得ることができた。初めは知識不足のために気後れしていたが、予想以上に得られたも
のが多く、参加してよかったと感じた。見たもの、聞いたものをこれからの進路選択、
研究活動に活かしたい。

清水建設技術研究所



島根大学
生物資源科学部
地域環境科学科
4年

松井　萌

ㅡ技術研究所を見学して印象に残ったことが3つあります。
ㅡ1つ目は、エントランスのむき出しの免震装置と大型振動台です。大規模な実験棟をみ
て、地震防災が重要課題であることを改めて認識し、理解を深めなければいけないと強
く感じました。
ㅡ2つ目は、ビオトープです。研究所内にカルガモがいて、池にトンボや魚がいる光景は
非常に驚きました。「どの生物を呼びたいか、増やしたいか、という希望に合わせて環
境を作る」というお話を聞き、ビオトープを漠然と環境に良いから作るのではなく、目
的となる生物のために逆算して設計する必要があると認識を改めました。
ㅡ3つ目は、風洞実験です。風洞実験で風を体験したおかげで、いかに強力な力が鉄塔や
電柱、家屋を破壊したのか想像しやすくなりました。
ㅡ建設会社の最先端技術の知見を広げて技術的に取り残されないように常にアンテナを張
る必要があると強く感じる見学会でした。
ㅡ意見交換会では、「農林水産の長くある政策の中で数年しか携われない自分はどうでき
るかを常に考えている。」というお話にとても感銘を受けました。私は、設計などでも、
部分的にしか携われない自分がどうできるかを考えて、そのときの最善であったと後世
の人が思える仕事ができればと思いました。

島根大学
生物資源科学部
地域環境科学科
3年

森山　翼

ㅡ今回の清水建設技術研究所の見学会では、ある程度自分のイメージ通りの研究内容だっ
た。研究所が東京にあるという点で、地震対策やエネルギー開発など自分の想像であっ
たいわゆる都市土木の内容だった。私は地方の出身なので、ダムや頭首工などの土木構
造物が身近な高層ビルとは縁の遠い立場の人間だが、免振構造を実際に見て新鮮な感覚
だった。中でも興味を持った内容は洋上風力やグリーンフロートだった。海の上に人間
の居住空間、作物栽培環境を造り、赤道近くに置くことで災害から身を守り、自給自足
の島を建設する。地球温暖化による海面上昇や激しい気候変動から人間を守る面白い考
えだと思った。私はもともと、海上土木に興味があり洋上風力発電は耳にしたことがあ
るが、人間の居住環境も移すというのは想像もしたことがなかった。こういった未来を
創造することができる会社は魅力的だ。清水建設の先を見る、未来を創造する目標は、
私も目指さなければならない能力だろう。建設業では、台頭してくるロボットの労働を
人間は上回らなければならない。そう言った面では、施工管理の仕事は、工事の期間内
に終わらせるために、ロボットを配置し計算することでこれからも求められるだろう。

九州大学
農学部
生物生産環境工学分野
3年

田中　志旺

ㅡ私が今回の技術研究所見学会に参加させていただいた理由は、農業土木分野で培った知
識・知能が建設会社において、どのように生かされているのを知りたいと思ったからで
す。私は農学部の環境工学分野という分野で農業土木を学んでいます。自分の学んでい
ることは、農業をよりよくするためのことであり、そのため農業との関連性を強く意識
して学んできました。しかし、先輩方の就職先の多くは一見農業とは関係のない建設コ
ンサルタントやゼネコンなどの建設会社であることを知りました。農業土木を学んでい
る私たちが、建設会社でどのように活躍できるのかということに興味がありました。
ㅡ技術研究所の見学会を経て、私の疑問は解消されました。清水建設会社が大事にしてい
ることの中には、農業土木を学んでいる私たちもまた、目的としていることがありまし
た。災害に対する安全安心と環境に優しいまちづくりです。私たちにとっては、それは
農業に向けて取り組んでいますが、建設会社においても基盤である考えは同じであり、
応用できることは多くありました。清水建設の研究分野には、災害や環境を意識してい
るものが多くあり、私たちが学んでいる農業土木分野の知識と考え方を生かすことがで
きそうだと感じました。

九州大学
農学部
生物生産環境工学分野
3年

中川　湧斗

ㅡ今回の研究所見学及び農林水産省の方を交えた座談会は、私にとって最高な体験となりました。
ㅡ清水建設の技術研究所見学でまず思ったことは、施設の規模がとてもでかいなということで
す。何の研究をするのか少し疑問ではあったのですが、自分の大学でも行われているような
研究から、国の機関が行うような複雑な実験まで行われており、さすがはスーパーゼネコン
だなと感じました。薬や生物系の科学者もいることには驚きでした。大企業ともなると、社
会的な責任がおおきくなり、その分慎重に研究を行っているのだなという印象でした。

ㅡ清水建設様の企業説明でもっとも興味を惹かれたのは、「未来への挑戦」ということで、
「グリーンフロート」という持続可能な環境アイランドの話です。赤道直下の太平洋上
に環境共生型の人工浮体を建設するというもので、これが実現すればツバルなどの海面
上昇により沈んでしまうかもしれない国は救われるであろうし、環境問題にも前向きな
効果が期待できる。このような未来構想にも力を入れていて、とても楽しいやりがいの
ある企業だと思いました。

ㅡ農林水産省の方を交えた座談会では、農林水産省勤務の方の業務や、生活のこと、転勤の
ことなどがフランクに聞くことができ、試験対策に対するモチベーションが上がりました。
清水建設の方の話も聞くことができ、自分の将来に対して具体的なイメージが持てるよ
うになりました。

清水建設技術研究所




