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労働環境の向上は 
建設業界の最重要課題

2019年4月より働き方改革関連法
の一部が施行された。いまや働き方改
革は日本にあるすべての企業にとって
重要な経営課題の1つだが、国を挙げ
てのこの改革の大目的は、労働力不足
で伸び悩む「日本経済の再生」にある。

少ない労働力で経済を維持・成長さ
せるには、働き手1人当たりの生産性
を高める一方、女性や高齢者などの就
労を促進する必要がある。出産や育児、
介護などによる離職をなくすため、時
短勤務やテレワークなど多様な働き方
を認めることも不可欠だ。そうした課

題解消のための政策が働き方改革であ
り、政府は「長時間労働是正」、「柔軟
な働き方実現」、「正規・非正規雇用の
格差解消」などを柱に、働き方改革関
連法を成立させた。

関連法の目玉は、労働者の健康を守
るための時間外労働の上限規制である

（一部業種や中小企業などには猶予期
間を付与）。これにより残業時間は月
45時間・年360時間までしか認めら
れなくなり（繁忙期などの特例措置あ
り）、違反すれば刑事罰も適用される。
同時に、年次有給休暇の確実な取得や、
疲労蓄積防止に向けた勤務間インター
バル制度の努力義務、正規・非正規雇
用の不合理な格差をなくす同一労働・

同一賃金の原則なども定められた。
働き方改革関連法はすべての事業者

が対象だが、建設業のように法令遵守
が困難な業種もある。社会インフラの
整備を担い、災害時の応急対応なども
求められる建設業界は、自動車運転業
務や医師などとともに、時間外労働の
上限規制適用が2024年度末まで延ば
された。厚生労働省の調査によると、
2016年度の平均年間総実労働時間は
2,056時間と、製造業の平均より105
時間、調査産業全体の平均より336時
間も多い実態がある。

そこで国土交通省は、「建設工事に
おける適正な工期設定等のためのガイ
ドライン」を策定。受注者と発注者が

相互理解の下に適切な工期を設定し、
建設プロセス全体の生産性向上に努め
るよう求めている。業界団体の一般社
団法人日本建設業連合会（日建連）は
ガイドライン実行に向け、「働き方改
革推進の基本方針」、「時間外労働の適
正化に向けた自主規制の試行」、「週休
2日実現行動計画試案」、「労務賃金改
善の推進」からなる働き方改革4点セ
ットを打ち出した。

これらの指針に沿って、建設業界は
働き方改革の推進に本腰を入れ始めて
いる。限られた人材で生産性を高める
ため、また従業員にとって快適な職場
環境を整備するため、具体的にどのよ
うな工夫がなされているのだろうか。

大手ゼネコンの1社、株式会社大林組
の取り組み事例を見てみよう。

部門横断のチームを組み 
改革の方向性を検討

大林組では、働き方改革の実現に向
け、2017年9月に「働き方改革推進プ
ロジェクト・チーム」を結成。チーム
は事務局を人事部に置き、土木・建
築・設備・機電・事務といった同社の
各事業部門と管理部門から選出された
メンバーで構成され、改革のあり方に
ついて意見を出し合った。
「議論を通じて確認したのは、単に

働き方改革関連法に対応するだけでは
なく、建設業の未来に資する改革に

しようということでした」と話すのは、
建築本部本部長室部長の中込 昭彦氏。
社員や協力会社の作業者が安全かつ快
適に働ける職場づくりをすることで担
い手確保につなげ、建設業全体の発展
に貢献する―これが、同社の定めた
改革のコンセプトだ。

結果、「長時間労働の是正」、「年休
の取得推進」、「柔軟な働き方の促進」
の3つの目標と、それぞれの具体的な
アクションプラン（次頁図参照）が策
定された。「労働時間上限規制などの
数値目標は日建連の指針に準拠しなが
ら設定し、2018年4月より『アクショ
ンプラン』の展開を開始しました」と、
人事部副部長兼企画課長の古枝 正好
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建設業界が
果敢に挑む
働き方改革　
法律が施行され、国の推進する働き方改革は本格
的な実行段階に入った。他の産業より労働時間が
長い建設業界では、どのような取り組みをしてい
るのだろうか。株式会社大林組は2012年には業
界に先駆けiPad3000台を導入し、スマートデバ
イスを使った「現場のワークスタイル変革」に取り
組んでいる。今回は同社の事例をリポートし、働
き方改革のあるべき方向性について考える。
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参考：厚生労働省「毎月勤労統計調査」年度報より国土交通省作成資料



氏は改革の実行に至るまでの経緯を説
明する。

現場へのICTツール投入で 
業務生産性を大幅に向上

3つの目標のうち、特に実現が難し
いと考えられるのが時間外労働の削
減である。労働時間を短縮しながら工
期を守るには、業務の抜本的な効率化
が欠かせない。大林組では以前から年
5%の生産性向上を目標に作業効率化
を図ってきたが、アクションプランの
実行開始以後、現場へのICTツール導
入を加速させた。

ビジネスチャット、デジタル野帳、
デジタルサイネージ、オンラインスト
レージサービスなどツールの種類はさ
まざまだが、その多くがコミュニケー
ションを効率化するためのものだ。多
数の協力会社の作業者が関わる建設の
現場では所長や職長、作業者間の情報
共有をスムーズにすることが生産性向

上に直結するからだ。
ある現場では、社員や作業者が勤怠

管理システムに紐づく入場管理システ
ムで現場に入り、朝礼や新規入場者教
育は主催者や教育担当者が事前に録画
したものをデジタルサイネージに投影

して実施している。これにより、大き
な現場では入場タイミングの違いで1
日に複数回朝礼が実施されているとこ
ろを、必ずしも主催者が毎回出席する
必要がなくなった。当然、その時間は
他の業務にあてられるようになり効率

化が進んだ。
また業務連絡はビジネスチャットで

行い、図面データなども出力せずにモ
バイル端末で共有するようにもなった。
現在は、このように現場における多く
の業務がデジタル化され、生産性の向
上に効果を発揮している。

既存の業務プロセスを変更させるツ
ールの導入に対しては、抵抗感を抱く
社員や作業者がいるのも事実だ。し
かし同社は「現場のワークスタイル変
革」を掲げ、業界に先駆け2012年に
iPadを導入。各種検査アプリなどを
自社開発してきた実績がある。
「それだけに、当社の現場には新し

いICTツールが比較的浸透しやすい下
地があると思います」と語るのは、建
築本部本部長室生産企画課副課長の吉
川 貴雄氏。同社のグローバルICT推
進室では、必要に応じて全国の支店や
現場に教育担当者を派遣。ツールの活
用を支援する体制も整備している。

他にも、内勤部門の一つである機械部
門では、人に代わってパソコンを操作す
るRPA（Robotic Process Automation）
を導入した。RPAはバックオフィスに
おいて、手順に則って反復的に処理さ
れる業務を自動化する技術だ。社員は
RPAに主に経費処理を任せ、その間
に違うことができるようになった。シ
ステムの導入により、2018年度はトー
タルで5,000時間の業務効率化を達成
したという。

テレワークなどの制度化で 
多様な働き方もサポート

同社は社員の計画的な年休取得を促
進するほか、現場の週休2日（4週8閉
所）実現に向け、可能な現場から実施
を始めている。しかし工期を守るため、
閉所することが難しい現場もあるのが
実情だ。
「官公庁発注の工事は、ゆとりある

工期設定へのご協力をいただいていま

す。民間の発注者様に対しては、営業
担当者が4週8閉所の意義をご説明し、
ご理解をいただけるように働きかけて
いるところです」（中込氏）
「作業者の週休2日実施を自発的に

当社に申し入れてくる設備関連会社な
どもあり、休日取得に対する機運は建
設業界全体に確実に高まりつつありま
す」（吉川氏）

一方、主に内勤者を対象とした柔軟
な働き方を促進するため、既存の育
児・介護関連制度の拡充に加え、2018
年10月から全社でテレワークのトラ
イアルを実施している。2019年には本
格制度化の予定だが、育児・介護との
両立支援に留まらず、ペーパーレス化
やコミュニケーションの効率化といっ
た効果も期待している。

取り組みを進めるうえで何よりも重
要なのは、「働き方改革を他人事では
なく自分事として捉えてもらうことで
す」と古枝氏。そうした意識を啓発す
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大林組　働き方改革の目標とアクションプラン

目標 アクションプラン

長時間労働の
是正

時間外労働時間上限目標

　

・適正な勤怠管理の徹底
・ ICTを活用した業務効率化
・�職場、個人での残業時間削減努力
・繁忙度の平準化
・�外注社員、シニア人材の活用
・お客様への丁寧な説明

年休の取得推進
2021年度までに年間平均年休取得日数を10日以上
にする
（参考）2017年度平均年休取得日数：8.1日

・�休日取得予定表の活用による計画
的な年休取得の推奨

・�秋の連休シーズンにおける年休取得
奨励の実施

・一斉年休日の設定

柔軟な働き方の
促進

・テレワーク制度を導入する
・育児・介護関連制度のさらなる充実を図る

・テレワーク制度の導入
・�育児・介護関連制度のさらなる充実

2021年度末まで 2023年度末まで

年間制限 年間
960時間以内

年間
840時間以内

複数月制限※ 6ヵ月平均で
80時間以内

4・5・6ヵ月平均
で80時間以内

1カ月の制限※ 100時間未満 100時間未満
※休日労働を含む

株式会社大林組 
人事部 副部長 兼 
企画課長
古枝 正好様

株式会社大林組 
建築本部 
本部長室 部長　
中込 昭彦様

株式会社大林組 
建築本部 本部長室 
生産企画課 副課長
吉川 貴雄様

建設現場で使う「野帳」の代替となる「eYACHO」をMetaMoJiと共同開発。情報を集
約・整理できるようになり、業務のワンストップ化が実現した（写真提供：株式会社
MetaMoJi）

デジタルサイネージの導入で、朝礼に主催者や教
育担当者が毎回出席する必要がなくなった（写真
提供：ヤマトサイネージ）



るため、働き方改革に関する情報を掲
載するサイトをイントラネットに開設。
メールマガジンや社内広報誌などを通
じた情報発信にも力を入れている。
「本格的な推進を開始してから日が

浅いため、まだ数値目標の達成度を測
れる段階ではありませんが、社内アン
ケートを取ったところ『休日をしっか
り取ろう』、『そのために業務効率化を
促進しよう』という意識が社員の間に
確実に高まっていることがわかりまし
た」（古枝氏）

建設業界における働き方改革が難し
いのは、「自社の努力だけで推進する
ことはできず、発注者や協力会社など、
関係先全体の理解を必要とする点で
す」と中込氏。また労働時間の減少に
伴い売上も減じたのでは、会社や業界
の発展につながらないとして、「労働
環境と収益向上の両方が実現して初め
て、働き方改革は成功したと言えるの
ではないでしょうか」と吉川氏は指摘

する。
今後クリアすべき課題も少なくない

が、「改革が最も困難な業種の1つ」と
呼ばれる建設業界のこうしたチャレン
ジングな取り組みには、多くの産業が
働き方改革を進める上で貴重なヒント
を見出せるはずだ。

フジテックでの取り組み
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スマートフォンを活用し 
業務の効率化を図る

フジテックでは2014年4月に「働き
方革新チーム」を立ち上げ、ITを活用し
た働き方改革に取り組んでいます。当
社は営業、メンテナンス、据付・改修
工事など外勤中心の社員が多いのが特
徴です。ネックとなるのが、仕事先とオ
フィスへの移動時間。この時間を有効
活用できれば、業務の効率を大きく改
善できると考えました。

効率化を図るために導入したツール
の1つが、グーグル社の提供する生産
性向上のグループウェアツール「Gスイ
ート」です。同時に、会社支給のスマー
トフォンだけでなく、BYOD（Bring Your 
Own Device*）を許可し、使い慣れた
端末の使用による生産性向上を図りま
した。他にも、勤怠管理アプリ、現場
写真の社内共有アプリ、メンテナンス情
報を確認するアプリなどを自社開発し、
運用しています。これらの導入により、
仕事のスピードが大きく変わりました。

例えば、「Gスイート」のチャット機能
「ハングアウト」の使用で、離れた現場
やオフィスにいる社員間の連絡が円滑に
なっています。従来は用件があれば電
話をかけ、つながらなければ次の人に
連絡していました。さらに解決した後も、
電話に出られなかった人からの折り返し
電話にその都度手を止める─。現在
では、例えば現場で対処法のわからな
いことがあれば、写真や動画を撮ってグ

ループチャットで共有。すると、手の空
いているベテランがアドバイスを投稿す
る。回答の重複を避けられる上、ノウハ
ウをグループ間で共有できるようになり
ました。

現場の興味はツールではなく 
課題を解決できることにある

これらの改革を下支えしているのはフ
ジテックの情報システム部門です。当社
常務執行役員デジタルイノベーション本
部長の友岡賢二は話します。「これまで
情報システム部門というと、バックオフ
ィス中心のサポートでした。そのため、
当社で言えば、営業やメンテナンス、
据付・改修、工場などの本質的に価値
を生んでいる人たちへのサポートが弱か
ったと思います」。ITという道具を使い、
今あるテクノロジーで現場力を底上げし、
働き方改革につなげる─これがフジテ
ックの考え方です。

ツールの導入により、ある社員は現
場とオフィスを行き来する移動の時間が
なくなり、1時間半早く帰宅できることで、
家族と夕食を共にできるようになったと
言います。
「話を聞いたときは、涙が出そうにな

るほど嬉しかったですね。業務の効率化
を図ることで、一人ひとりの生活がどう
よくなったかが重要です」（友岡）

改革にあたり、当社では情報システ
ム部門のスタッフが現場に同行し、話を
聞いた上で提案する形式をとっています。
現場では当たり前に行われていることも、
別の目で見ることにより課題を見つける
ことができます。その課題は情報システ
ム部門で共有され、本質的な解決策を
検討し、現場に提案します。
「現場で働く社員はツールではなく、

課題が解決できるということに興味を持
ちます。ですから、提案の際は、何が
できるのか、メリットなのかを明確にア

ピールするようにしています」（友岡）
フジテックでは4月に情報システム部

門をデジタルイノベーション本部に改編、
3つの部を置きました。その中の1つ、
プロセス管理部は、現場を下支えする
ために、物事をテクノロジーではなく、
プロセスで見ることで課題を見つけ、解
決するための部署です。「テクノロジーと
ビジネスの融合を目的とする部ですが、
課題解決こそが重要である以上、解決
策にテクノロジーが絡まなくてもいいと
考えています」と友岡は語ります。

当社は今後も、これらの取り組みをさ
らに加速させ、働き方改革を進めてまい
ります。

大林組の取り組みの特徴は、デジタルサ
イネージを朝礼時などの情報伝達に用いるだ
けではなく、安全意識の喚起に採用している
ところもある。活用法の一例が、開口部や火
気使用エリアなどの案内だ。紙資料だと配付
しても読まれない場合がある。だが、待機
所に設置したディスプレイに危険区域を繰り
返し表示することで、作業者は意識しなくと
もどこかのタイミングで情報を確認し、危険
に対する再認識が促される。危険区域に関
する通知は、多くの業種の作業者が錯綜す
る現場で特に有用だという。

気温や湿度の高い現場では、体調管理の

呼び掛けにも効果的だ。近年急増している
熱中症に関してはデジタルサイネージ等で注
意を発するとともに、ウェアラブルセンサー
で作業者の心拍数を計測し、作業者一人ひ
とりの健康状態を把握。熱中症リスクのある
作業者に注意を促すシステムを導入している
現場もある。

このようにICT化は、作業者のさまざまな
リスクの軽減にも役立っている。大林組では、
労働時間短縮や生産性アップだけではなく、
安全対策のさらなる向上による労働環境の
改善も、働き方改革の重要な一環として位
置付けている。

フジテックの推進する働き方改革

フジテック株式会社 常務執行役員
デジタルイノベーション本部長
友岡 賢二

Corporate Profile
株式会社大林組
本社 東京都港区港南2-15-2 
 品川インターシティB棟
創業 1892年
売上高 2兆396億円（2019年3月期、連結）
従業員 1万4,739人（2019年3月末、連結）
https://www.obayashi.co.jp/company/

＊ 社員が個人で保有する携帯用機器を職場に持ち込み、それを業務に使用すること

安全対策にも貢献する現場のICT化

平均風速や最大風速、気温や湿度など、作業をす
る上で必要な情報を提示することで、安全対策に
つなげている（写真提供：ヤマトサイネージ）

大林組社員の労働時間への意識変化（社内アンケートより／複数回答）

43.0

31.3

30.7

26.1

25.0

22.8

17.7

現場 内勤

（%）
早めの退社や休日取得を促される／促すようになった

代休・振替休日を取得しやすくなった

周囲に気兼ねなく帰れるようになった

何も変わっていない

ノー残業デーを意識するようになった

年休を取りやすくなった

仕事の仕方を見直し、時間の使い方を意識するようになった
社員が
実行している取り組み
●ノー残業デーの推進
●ICTの活用
●休暇予定表の活用

社員の考える
あると良い取り組み
●フレックス制度の導入
●計画的な受注、増員
●強制的な休暇取得



施 工 事 例
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ラグジュアリー ブティック ホテル

ザ・キタノホテル東京（東京／千代田区）
Outline
開業：2019年4月　施主：北野合同建物株式会社　設計：株式会社竹中工務店　施工：株式会社竹中工務店　エレベータ設置台数：3台

ドバイ中心部の高層マンション

リーフレジデンス（アラブ首長国連邦／ドバイ）
Outline
竣工：2018年6月　施主：REEF Real Estate Investment Co., LLC　設計・監理：National Engineering Bureau　
施工：Gulf Technical Construction Company LLC　エレベータ設置台数：5台

ニッケルシルバーのステンレ
スに温かみのある照明色が
反射することで、上品で柔ら
かな和の空間を演出している



JR恵比寿駅からマンションを見ると、ホテルや百貨店などと調
和がとれて溶け込んでいる。その景観の美しさ、暮らしの環境の
よさが魅力です。建物の維持管理は中長期の修繕計画を立て、
経年劣化により不具合が出る前に修繕することを大前提に行っ
ています。今回のエレベータのリニューアルも修繕計画の一環と
して実施しました。リニューアル後は行き先階ボタンの反応がよ
くなり好評です。また、遠隔監視や地震の際に最寄り階に着床
する機能もついて安全面も向上し、満足しています。

恵比寿ガーデンテラス壱番館 住宅管理組合理事長 

小林 光 様

Before 

フジテックの技術やサービスへの取り組みをご紹介します

すばやく感知

地震は初期微動（P波）が伝わり、その後本震（S波）
が到達します。フジテックのエレベータは初期微動（P
波）を感知すると最寄り階に着床させる「P波センサー
付地震時管制運転（ウェイビッ
ク ― P）」を標準装備※1してい
ます。大きな揺れが到達する
前に、利用者を最寄り階へ避
難させることができます。

閉じ込めを防ぐ

「P波センサー付地震時管制運転」でも震源から近い場
合、激しい揺れで安全装置が作動し、最寄り階到着前
に途中停止する恐れがあります。このような場合でも
安全装置が正常に復帰すると、安全を確認しながら最
寄り階まで低速で運転を行う「リスタート運転」を標準装
備※1しています。

早期の復旧

これまでは一定以上の震度でエレベータは運転休止と
なり、専門技術者が現場で点検・安全確認をするまでは
利用できませんでした。フジテックではこの問題の解決
に、「リモート自動点検」の技術を応用。エレベータの損
傷状況を自動で診断し、運転に支障がない場合には専門
技術者の到着を待たずに自動
でエレベータを仮復旧できる

「自動診断・仮復旧運転」を提
供※2しています。これにより
長時間の停止を回避します。※3 
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意匠部分は大切に利用され
ていることから劣化が少な
く、従来のものを継続利用。
物件の個性を残しつつ、エ
レベータの頭脳となる電子
系のリニューアルをご提案
しました。

Point 制御盤交換パッケージ

かご内のインジケーターを
視認性の高い液晶に変更、
より見やすくなりました。

Point 液晶インジケーター

ボタンをタッチセンサー式
からプッシュ式に新調し、
使いやすさを強化しました。

Point ボタン

1

2

3

物件の個性を残しながら
最新の電子装置にリニューアル

オフィス、百貨店、ホテル、美術館などで構成される恵比寿ガーデンプレイス（YGP）。JR恵比寿駅と直結した複合再開発のパイオニア
的存在です。恵比寿ガーデンテラス壱番館はYGP内唯一の分譲マンションで、1994年の売出時の最高倍率が450倍近くになった人気物件。
都市の利便性を兼ね備えた閑静な住環境は、色あせることなく人 を々魅了しています。ここでエレベータ5台のリニューアルを実施しました。

恵比寿ガーデンテラス
壱番館
竣工：1994年
高さ：地下4階、

地上32階
住所：東京都目黒区

三田1-4-3
リニューアル：

エレベータ5台

恵比寿ガーデンテラス壱番館 

▲

 エレベータ5台のリニューアル

エレベータの地震対策

After After

ド ア が 開 い た ら
降 り て く だ さ い

PLEASE EXIT WHEN
THE DOORS OPEN.

EARTHQUAKE
地震です5

地震後仮復旧運転中です
PROVISIONALLY RESTORED AFTER EARTHQUAKE.

5

P波センサー付地震時管制運
転の表示案内

仮復旧運転中の表示案内

P波センサー付地震時管制運転

※１： 2009年以降のエレベータに標準装備しています 
（2009年以前のエレベータには改修工事で追加が可能です）

※2：このサービスは「NEWゴールドメンテナンス」の契約が必要です
※3：本復旧には、専門技術者による点検が必要です

動画でわかる地震対策　〜 Youtubeで動画を公開中！〜

リスタート運転 自動診断・仮復旧運転

地震発生地震発生

P波センサーで感知

地震時管制運転

リスタート運転

最寄り階で利用者を退避させ休止

NEW
ゴールド
メンテナンス
契約の場合

自動診断

仮復旧運転

“地震列島”とも言われる日本。
いつどこで起きるか分からない地震への備えは日々の安全な生活のために欠かすことができません。
フジテックでは地震による利用者とエレベータの被害を最小限に抑えるため、充実した地震対策機能とサービスを確立。

「すばやく感知」、「閉じ込めを防ぐ」、「早期の復旧」の３つのポイントで利用者の“安全・安心”を追求しています。

Before 



世界を魅了する資源の宝庫 
「輝く島」スリランカ

インド亜大陸南東端の先、ポーク海
峡を境にインド洋に浮かぶ島国、スリ
ランカ。その名はシンハラ語で「輝く
島」を意味する。国民の約70％が仏教
徒で、生活では宗教上の習慣が尊重さ
れる。

古来より東西を結ぶ海上交通の要衝
として目され、16世紀初めにポルトガ
ル、17世紀半ばにオランダ、19世紀
初めに英国と、欧州列強による植民地
時代が長く続いた。1948年に自治領セ
イロンとして独立。72年にはスリラン

カ共和国へ改称し、英連邦内の共和国
として完全独立を果たした。スリラン
カは生産量世界3位を誇る紅茶や、サ
ファイヤやルビーなどの宝石の産出地
として名高く、これまで輸出品として
国の経済を支えてきた。

そんなスリランカの経済や文化の中
心を担うのは、旧首都でもある商業都
市コロンボだ。かつては小さな漁村だ
ったが、外国からの渡航者たちがスパ
イスや紅茶貿易の拠点としたことで、
本格的な港湾都市に発展した。今も人
口増加のとどまるところを知らぬ国内
一の大都市である。

2025年に向けて期待される 
飛躍的なインフラの充実

1983年から2009年まで26年間続
いた内戦は、スリランカの経済成長を
停滞させた。しかし、内戦終結後は復
興需要や経済活動の活性化などにより
急成長し、2012年に過去最高の経済成
長率9.1％を達成。現在も3％以上の
安定した経済成長を維持している。

内戦終結後の復興需要は、スリラン
カが都市開発に邁進するための大きな
追い風になった。中でも、スリランカ
最大の都市コロンボへの流入人口は
年々増加しており、交通インフラの整
備が急務となっている。整備には資本
が必要であるため、外国からの直接投
資も積極的に受け入れている。電話通
信ネットワーク分野の拡張投資や港の
コンテナターミナル拡張工事といった
プロジェクトを皮切りに、サービス業

も含めた幅広い分野で大型投資の動き
が広がっている。日本政府もこの潮流
に乗り、運輸ネットワークの強化や、
電力事情の改善など、政府開発援助

（ODA）に関するプロジェクトを日本
企業と一体になって支援している。ス
リランカ産の天然ヤシの殻を利用する
業種などニッチ分野での強みと、地理
的優位性に着目した事業展開を進める
日本企業は優に100を超えている。

スリランカ政府が2017年から進め
ている8カ年計画の産業政策「Vision 
2025」では、スリランカがインド洋の
輸出型経済ハブへと経済成長すべく、
1人当たりの年間所得5,000ドルへの
改善や、100万人雇用の創出、年間輸
出額200億ドルへの倍増など、次世代
に向けた計画と目標が掲げられている。
外国資本を活用しながら発展するスリ
ランカの経済に注目したい。
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1982年に世界文化遺産に登録された古代都市シギリヤ遺跡。５世紀後半に築かれた巨岩の上の都は、当時の偉容を偲ばせる

フジテック・ランカ
General Manager
Sivamani.�S.�Pillai

フジテック・ランカ
設立：2014年10月
所在地：153 Union Place, Colombo 02, Sri Lanka.

人口増加により
加速する都市開発

No.12

2014年に設立したフジテック・ランカは、コロンボにある南アジアで
最も高いロータス・タワーのエレベータとエスカレータの新設案件を受
注しました。オープンに向けて最終調整中です。スリランカは建設ラッ
シュ真只中。その波に乗り、マーケットシェアを拡大したいと考えてい
ます。フジテックブランドがさらに注目されるためにも、高い技術とサ
ービスを大切に、努力を重ねていきます。

年 投資額

2013年 3,800万ドル

2014年 1,500万ドル

2015年 840万ドル

2016年 3,000万ドル

2017年 4,600万ドル

日本企業の投資額

国・地域名：スリランカ民主社会主義共和国
面積：65,610km²　人口：2,120万人（2016年央推計／出所：スリランカ中央銀行）
首都：スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ　通貨：ルピー
経済成長率：3.11％（2017年）　公用語：シンハラ語、タミル語

スリランカ

都市化が進むコロンボの街並み。写真中心にそびえるロータス・タワーは南アジア一の高さを誇る

備考：スリランカ投資庁（BOI）認可ベース
出所：スリランカ投資庁（BOI）

高さ350mのロータス・
タワー。テレビ塔、観光用
の展望施設の役割を担う
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これまで「歴史」というと、大河ドラマや映
画などで触れることしかなかったのが正直
なところです。今回、「江戸開城�西郷南洲�
勝海舟�會見之地」を見学し、平和な現代
に繋がる歴史の転換地であった史実に感
銘を受けました。また、江戸城開城に際し
て、山岡鉄舟が下交渉で西郷隆盛に条件
を提示し、その後、勝海舟が話をまとめた
といった一連の流れは、現代のビジネスに
通じます。偉人同士の力だけではなく、陰
の立役者たちの一つひとつの積み重ねが
実を結ぶことを学ばせていただきました。

フジテック株式会社
首都圏統括本部
営業部
山田�滉

こう

大
だい

1868（慶応4）年、徳川幕府を完全に滅ぼすために、明治新政府軍は江戸に攻め込もうとしていました。
このままでは江戸は壊滅、市民にも大きな被害が出る─幕府で陸軍総裁だった勝海舟は事態を避ける
べく、新政府軍の実質的最高責任者で大総督府下参謀だった西郷隆盛と会談。江戸城を無血開城するこ
とで、町が火の海になることを防ぎました。そして、その下交渉には、将軍・徳川慶喜を護衛していた山岡
鉄舟の働きもありました。

幕末・維新期に関連した史跡を訪
ね、その時代に生きた人々に思い
を馳せることで、激動する現代社
会を生き抜くヒントを探ります

新しい時代の道標

第 1 回 東京・勝海舟

江戸壊滅の危機を回避した
英傑の決断

令
維 新
和

皇居

湯島天満宮

東京タワー

赤坂
赤坂御用地

日暮里駅

上野駅

飯田橋駅

東京駅

新橋駅

浜松町駅

田町駅

東京都港区芝5-33-8
当時、この地にあった薩摩藩蔵屋敷において、勝と西郷は会
見。勝は江戸城を明け渡すことで、目前まで迫った江戸総
攻撃を防いだ。

東京都台東区谷中5-4-7
山岡鉄舟の菩提寺。江戸無血開城は勝との会見のみで決まったとされがちだが、その前に特
使として山岡鉄舟が西郷の元を訪れており、そこで条件提示がなされていた。名人とうたわれ
た幕末から明治時代の落語家三遊亭圓朝の菩提寺でもある。

勝海舟
1823（文政6）年〜 1899（明治32）年
幕府の海軍伝習生としてオランダ人から軍艦操練術
を学ぶ。遣米使節を送る咸臨丸の艦長として、日本
人初の太平洋横断に成功。その後、海軍創設に尽力
し海軍奉行に就任。のちに陸軍総裁として幕府を主
導する。明治維新後は、参議、海軍卿などの顕職を
歴任した。短気で口が悪いという評価がある一方で、
人間味豊かで懐深い性格だったという。

東京都港区愛宕1-5-3
勝海舟は薩摩藩蔵屋敷で
の会見の前に、西郷隆盛を
愛宕神社に誘ったという。
その高台から、江戸の町を
二人で見下ろしたと伝えら
れるが、史実かどうかは諸
説ある。

1 愛宕神社

2 江戸開城 西郷南洲 勝海舟 會見之地

東京都港区赤坂6-10-12
勝が人々の幸せを祈って名付けた

「四合（しあわせ）稲荷」が祭られて
いる。勝は、その生涯の多くを赤
坂で過ごしており、彼が語った内容
をまとめた『氷川清話』は、晩年暮
らした赤坂氷川邸にちなんだもの。

3 赤坂氷川神社

4 全生庵

東京都文京区本郷3-42-8
維新後、長年徳川家に世話になったから
と店を閉めようとしたところ、ひいきにして
もらっていた勝から、説得され存続。現
在に至った。店には勝の直筆書が残る。

5 壺屋総本店

1

2

3

5

4
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江戸時代から売られる手作りの「壺々最中」1個130円（箱は10個入り）

愛宕神社は1603年、徳川家康の命により創建された

赤坂氷川神社は関東大震災や東京大空襲の被害を免れ、江戸時代当時
の姿を残している

全生庵は、幕末・明治維新の際、国事に殉じた人々の菩提を弔うために、山岡鉄舟の発案により1883
（明治16）年に建立された

現在はオフィス街
の一角。当時の
面影はない

時の旅人〜今回の案内人〜
偉人の
美食



ペルー

USNET No.55（2019年7月1日発行） 編集・発行／フジテック株式会社 広報室
〒108-8307 東京都港区白金一丁目17番3号   TEL 03-4330-8233

「USNET」（アスネット）は、お客さまとフジテックがUS（私たち）となって結ばれ、明日のより 
 美しい都市機能を、共に目指していくためのコミュニケーション誌です。

「USNET」とは

1911年に米国の歴史学者ハイラム・ビンガムが発見した
15世紀の古代インカ帝国の遺跡、マチュピチュ。アンデ
ス山脈の標高2,430mに位置し、文化、自然の両者の価
値を兼ね備えた複合遺産の1つとして1983年に世界遺
産に登録された。山裾からは遺跡の存在が確認できない
ことから、「空中都市」「インカの失われた都市」などと呼
ばれる。総面積は約5㎢、約半分が山の斜面を利用した
段々畑で、西側は750人ほどが暮らしたと言われている居
住区などがある。建造物の石積みは精密に組まれており、
500年以上経った今でもしっかりと姿形が残っている。

表紙写真：高田芳裕／アフロ

［表紙の写真］ ペルー／マチュピチュ

世界の絶景

マチュピチュ
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