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ファシリティ
マネジメント
最前線
ビルや施設を効率的に運用するには、ファシリ
ティマネジメント（FM）の観点に立った管理が
欠かせない。近年は FM よりもさらに先進的な
インテグレーテッドファシリティマネジメント
（IFM）という考え方が欧米を中心に広まってお
り、国内のグローバル企業などで採用されてい
る。その管理手法を探るとともに、IFMが企業経
営にどのようなメリットをもたらすのか考察する。

「第 4 の経営資源」として的確な
管理が望まれるファシリティ

ィマネジメント（以下、FM）の考え方

付けている。

て行われていた。しかし直接雇用では

レイアウト管理など、顧客のニーズに

ビスを展開するグローブシップ株式会

応じて幅広い業務を代行する。

社によって 2016 年に設立された合弁

だ。FM は 1970 年代にアメリカで生ま

FM が単なる「ビル管理」と異なるの

人件費がかかることなどから、清掃会

れた経営管理手法で、日本に持ち込ま

は、建物や設備を可能な限り有効活用

社や警備会社などに外注されるように

「欧米では十数年前から、世界に進

「ファシリティ」
（設備）は、
「人材」、

れたのは 80 年代。本格的に普及した

して全体の資産価値を向上させる点に

なり、やがてビル管理会社が窓口とな

出するグローバル企業を中心に IFM

初のビル管理会社であり、GSS は現在、

「資金」、
「情報」に加えて「第 4 の経営

のは、90 年代のバブル崩壊後、建物を

ある。旧来のビル管理では建物本体や

ってそれらのサービスを取りまとめて

への移行が進んできています。その狙

国内の外資系企業を主な顧客としてい

資源」に位置付けられる重要な要素だ。

耐用年数まで長期間にわたって有効活

関連設備の営繕が主眼だった。しかし、

提供することが一般的となった。

いは、ノンコア事業をアウトソーシン

るが、さらに日系グローバル企業にも

数十年にわたって利用されるビルにか

用することが求められるようになって

FM では営繕にとどまらず、資産価値

こうしてビル管理を効率的に行おう

グして管理の効率化とコスト縮減を図

対象を広げようとしている。

かるコストは、一般に建設費 3 割に対

か ら だ と い わ れ て い る。1987 年 に

向上のために、省エネ性や防災性、さ

とする FM の考え方が広く定着したが、

り、経営資源をコア事業に集中させる

世界的にIFM が広がりつつある背景

して竣工後の維持費が 7 割だといわれ

JFMA（公益社団法人日本ファシリテ

らにはデザイン性など、時代や環境に

近年はそこからさらに一歩進んだ形で

ことにあります」と話すのは、グロー

には、ビジネスのグローバル化や組織の

る。建物・設備の保全から環境衛生管

ィマネジメント協会）が発足、その後

合わせて建物の総合的な機能拡大や改

あるインテグレーテッド・ファシリティ・

ブシップ・ソデクソ・コーポレートサ

拡大に伴う、ファシリティや間接業務の

理、警備・防災、その他の周辺業務（受

ファシリティマネジャーの資格制度を

良を図る施策が求められる。

マ ネ ジ メ ン ト（Integrated Facility

ービス株式会社（以下、GSS）代表取締

多 様 化がある。 従 来は総 務・IT・ 厚

付・案内など）まで、ビルの運用に要

制定。2018 年には FM の国際規格であ

する多様な業務を低コストかつ効率的

る ISO 41001 が発行された。JFMA で

に行うには、経営的視点に立った取り

は FM を、
「企業・団体等が組織活動の

組みが欠かせない。

ために、施設とその環境を総合的に企

日本ではもともと、ビルの設備管理

画、管理、活用する経営活動」と定義

や清掃、警備などは自社の社員によっ

そこで必要になるのが、ファシリテ

2

USNET No.57

多様な業務を統合的に
サポートするIFM

Management ＝統合施設管理。以下、 役社長の枝川裕一郎氏。

会社。グローブシップは独立系で日本

生・財務などといった各部門が「個別
最適」の観点で管理してきたが、それを

IFM）という概念が生まれている。IFM

同社は、約 80 カ国で企業のオフィ

は従来のビル管理会社が手掛ける範囲

ス、工場、学校、病院などに IFM サ

統合してワンストップでサポートするIFM

を超え、託児所運営や送迎バス運行、

ービスを提供するソデクソ社（フラン

は、企業に多大な利便性とコストダウン

機密文書溶解処理、ワークスペースの

ス）と、国内でビルメンテナンスサー

をもたらすものとして注目されている。
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図 2：IFM のサービス例（GSS 社資料提供）
自社運営業務
中央監視設備（BMS）
・
運転管理・保守点検

図 1：ファシリティマネジメント（FM）の進化（GSS 社資料提供）

FMのデリバリーモデル

インハウス
（自社で）
社内で、サービス
単位で社内の各
部門に提供

シングル・
マネジメント
サービス
エージェント
サプライヤー が、 マネジング 会 社
個々のサポート・ １社の管 理 下で、
サービスを提供
複 数のサービス
を協力会 社にア
ウトソース

セルフデリバリー
IFM
１つの IFM サー
ビスプロバイダ
ーが複数のサー
ビスを提供

大きなトレンド
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市場の成熟度

拠点間でばらつきのある
管理品質を均質化する
GSS が日本において、IFM を提供す
る企業の 1 つに、アメリカに本社を置

バイダーは数社あるが、ソデクソ社お
よび GSS の大きな特徴は、サービス
の多くを協力会社ではなく自社社員に
よって提供するところにある。
「前述メーカーの国内製造拠点では、

グローブシップ・ソデクソ・
コーポレートサービス株式会社
代表取締役社長
枝川 裕一郎様

工事（更新・補修・修理等）

空調機管理

自社及び委託

安全衛生管理（HSE）

設備機器全般管理（電気・
空調・給排水･衛生等）

レイアウト管理

エネルギー管理・調査

廃棄物管理

フィットネスセンター
管理運営

ビル内部建築設備管理
（照明・ドア・壁・天井）

AED 等レンタル・管理

ミーティングルーム・
イベントマネジメント

引越・レイアウト変更等
プロジェクトマネジメント

メールルーム･コピー複合機
管理および印刷等文書作成支援

ヘルプデスク
（総務・IT）
・文書管理

Corporate Profile
グローブシップ・ソデクソ・
コーポレートサービス株式会社
本社 東京都港区芝 4 丁目11 番 3 号
芝フロントビル
創業 2016 年
社員 143 人
https://www.globeshipsodexo.com/

フードサービスもカバーして
従業員の満足度を向上

ビル外部メンテナンス
（屋上・外壁・窓等）

委託運営業務

植栽･外構管理･観葉植物
レンタル・メンテナンス

売店運営管理

除雪作業

受変電設備管理

機密文書溶解処理

分電盤・配電盤・弱電設備
管理

オフィス家具・備品等
管理

カフェ・社員食堂・ケータリング・
自動販売機等フードサービス

清掃業務

駐車場管理

受付・代表電話

送迎バス運行管理・
社有車等管理

配送出荷・荷受

非常発電設備管理

託児所運営管理

ボイラー（熱源設備）
運転管理

有人警備・機械警備

エレベーター点検

が活性化する可能性はある。

メリットを受けるのは、必ずしも多拠

一方で、IFM の導入に際して、それ

点を擁する規模の大きな組織に限られ

まで設備管理や間接業務に携わってい

現在の GSS のサービス提供先は、

るわけではない。

た人員の整理を迫られるという側面も

日用消費財メーカー、製薬会社、IT 関

ある。

連企業が多いが、業務合理化のニーズ

ソデクソ社はもともと、さまざまな

「全世界の拠点で徹底的な統合管理

顧客にフードサービスを提供すること

をしている前述のメーカーは極めて先

これについて枝川氏は、
「労働者保

の高まりとともに、今後 IFM の導入

く世界最大の一般消費財メーカーが

当社が警備を兼ねた受付業務を担当し

で発展した後に FM を手掛けるように

進的な事例で、IFM は 1 つの工場や、

護の観点から、日本企業は欧米のよう

を検討する企業が多くの業界で増える

ある。

ていますが、その社員は受付だけでは

なった企業だ。そのノウハウを生かし、

一部の業務の管理を委託するところか

にはドライに割り切れず、それが IFM

ことは間違いないだろう。

「同社は全世界に製造拠点を持って

なく、工場見学者の案内など、マルチ

GSS は社員食堂やカフェ、ケータリン

ら推進することも可能です」と枝川氏

の普及を遅らせている側面もあるよう

「施設管理は全ての企業にとって不

いますが、地域や拠点ごとに個別の管

タスクで幅広い業務をこなします。清

グなどのサービスも展開。大手企業の

は話す。

です。当社にとっては、サービス提供

可欠であり、それをいかに効率的に行

理会社に FM を委託していたため、施

掃やデリバリーなどの担当者も同様に

国内製造拠点の 1 つで社員食堂を開設

IFM はまだ新しい概念で、欧米の先

先企業の施設や業務内容を知る人材の

うかは経営者にとっての至上命題です。

設管理の品質水準が拠点間で異なると

複数の業務を行うので、間接業務を個

し、充実したメニューを提供するよう

端企業においても、個々の拠点で取り

価値は非常に高いので、その人を当社

その効率化が FM の段階にとどまるの

いう課題を抱えていました。そこでソ

別にアウトソーシングするよりはるか

になったところ、従業員の満足度向上

組んで成果を出してから国全体、リー

で雇用させていただくなどして、WIN-

か、さらに先進的な IFM に踏み出す

デクソ社が IFM サービスを提供した

に効率的ですし、管理を統括するマネ

にも貢献したという。

ジョン全体へと拡大しつつある段階だ

WIN（ウィン - ウィン）の関係を構築で

のか。そのことによって、将来の日本

ところ、管理品質が均質化。各拠点の

ジャーも 1 人で足ります」と枝川氏。

という。

きるようにしています」と語る。

企業のあり方は左右されるかもしれま

「ソデクソ社と当社に共通する社是

施設管理レポートは毎月ソデクソ社で

IFM でカバーされる業務範囲が拡大

精査され、どこかの拠点で問題が見つ

すればするほどクライアント企業の管

の向上です。施設管理や間接業務を効

かれば、解決策がスピーディーに水平

理負担は軽減。そして、その軽減され

率化するとともに、社内環境の質を高

展開されます。その結果、アメリカ本

た分のリソースを営業などの本業に回

めることで、個人や組織のパフォーマ

社にある中枢部門のごく少数の担当者

すことで、 事 業 拡 大に貢 献できるとい

が、全世界の施設を効率的に管理でき

うわけだ。

るようになりました」
（枝川氏）
世界的規模で IFM を提供するプロ
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は、QOL（クオリティー・オブ・ライフ）

IFM は組織再構築も促して
日本企業の成長を後押しする

欧米では病院や老人福祉施設などで

せん」
（枝川氏）

IFM を利用するケースが多く、施設管

日本企業が成長性のある海外市場に

理はもちろん、医療機器のレンタルや

拠点を拡大する上でも、多様な業務を

今後人材不足がますます深刻化する

医療事務、病院食などもサービスメニ

標準化することは極めて重要なミッシ

ンスを引き出すことも、IFMが担う大き

ことを踏まえると、設備管理や間接業

ューに含まれており、医療・福祉分野

ョンだ。効率的な組織を再構築するこ

な役割だと考えています」
（枝川氏）

務を効率化し、限られた人員を中核業

でも徹底的な業務効率化が図られてい

とにもつながる IFM は、これからの

務にあてることの必要性は、あらゆる

るようだ。国内の規制緩和が進めば、

企業の成長を促す手段として大きな可

企業で高まるものと思われる。

日本の医療関連分野においても IFM

能性を秘めている。

現在、GSS のサービス提供先はグロ
ーバル企業が中心だが、IFM の利用で

USNET No.57
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フジテックでの取り組み

「任せて安心」なサポート体制が
施設管理の負担を軽減する

施設の維持・保全のみでなく、
求められるのは
利用者視点の
「より良いあり方」
公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会 事務局長

フジテックは、お客さまの安全と安心
を見守る「セーフネットセンター」を東京
と大阪に設置し、日本全国のエレベー
タを対 象に24 時 間 365日、 休みなく
運営しています。また、大規模地震等

天津 健太郎様

の広域災害発生時には2つのセンター

IFMは新しいFMの潮流と言えるが、日本におけるFMの現状、そしてどのよう

が相互に補完しあう機能を備えています。

に考え方は変化してきたのであろうか。黎明期からFM 普及に努め、ファシリテ

この「セーフネットセンター」を核とす

ィマネジャーの資格を認定している公益社団法人日本ファシリティマネジメント
協会（JFMA）事務局長の天津健太郎氏に伺った。

公益社団法人
日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）とは
日本におけるFMの普及定着を図り、ファシリティマネジャ
ーの育成を推進している。その他、さまざまな分野における
FMの最新動向や課題についての調査研究、海外関係機関
との交流を行っている。1987 年設立、1996 年 9月経済産
業大臣および国土交通大臣より社団法人として設立認可、
2012 年 1月内閣総理大臣より公益社団法人として認定。

に行われてきたものです。

セーフネットセンターの監視モニター

る独自の保全システムは、
「緊急時の迅

います。エレベータの普段の動きの中で

速な対応」と、
「最適な予防保全」という

故障に至る前の変調を捉えることにより、

大きな役割を果たしています。

最適なタイミングで機器の調整や部品

1つ目の「緊急時の迅速な対応」は、

の交換を行うことができます。この自動

高度な遠隔監視により実現されていま

点検により、専門技術者がエレベータ

す。万一、閉じ込め等の故障が発生し

を止めて点検する頻度を減らしながらも、

た場合にも、エレベータから自動発報さ

安心してエレベータをご利用いただくこ

れる各種データと映像をもとに、センタ

とができます。

ーのオペレーターが利用者に音声通話

これらのサポート体制により、エレベ

で対応し、即座に最寄りの専門技術者

ータ所有者、管理者の方から、
「任せて

に緊急出動を指示します。この指示は、

安心」、という評価をいただいています。

万全を期すため近隣 2カ所に行うことを

また、遠隔監視ご契約のお客さま向

原則としているほか、到着した専門技

けに「ご契約者様専用ページ」をご用意

当協会では「FM とは、企業、団体

のソフト面が重視されつつあります。

SLA/KPI など「性能発注方式」が増え

等が組織活動のために、施設とその環

これは施設のとらえ方が変化したこと

ています。SLA/KPI は、建物の維持管

とはいえ、未だ FM に取り組んでい

術者は故障データの解析結果をもとに

しています。これは毎月のエレベータ稼

境を総合的に企画、管理、活用する経

に起因します。

理における品質管理に視点をおいたも

ない企業もあるでしょう。FM は難し

復旧対応するため、より迅速に処置する

働回数や稼働時間、月次推移などメン

のです。施設の所有者と維持管理者が

いものではありません。そのベースと

ことができます。

テナンスのレポートをWEBでご確認い

細かく説明すると、“ 施設とその環境 ”

として考えられていました。ところが、 協議し、お互いの合意により適正な管

な る の は「誰 も が 施 設 の 利 用 者 で あ

2つ目の役割である「最適な予防保

ただけるものです。設備管理の実務に

とはワークプレイスも含む人々が活動

その後の不動産の流動化や証券化の流

理品質の目標を設定。都度評価を行い、

る」ことにあります。自身が利用した

全」は、専業メーカーとしての技術を結

おける書類の整理保管のご負担が軽減

する「場」を指し、“ 総合的に ” とは全

れで、所有・経営・運営が別々のケー

必要に応じて管理内容を改善すること

施設で気持ちのよい環境とは、どんな

集したリモート自動点検により実現して

できますので是非ご活用ください。

組織・全機能・全施設で全体最適を図

スが増え、関わるステークホルダーも

を可能とします。

所だったのかを考えてみる。古い施設

ること、“ 企画、管理、活用する経営

多様化、複雑化してきました。また近

最近では、ファシリティマネジメン

でも、心地よい環境はあるはずです。

活動 ” とは経営理念、戦略・計画に基

年では、社会的に働き方改革や SDGs

ト会社と人事交流を行い戦略的に取り

そうしたことから FM を施設のオーナ

づき、経営価値と知的生産性を向上さ

への取り組みが必須となったことで、

組む企業や、FM 視点でのワークプレ

ーや管理する部署や利用する方々がそ

せるマネジメントを意味します。

利用する人が創造性を発揮できる快適

イス改革を行う事例も出てきました。

れぞれ考え、共有する。そこから始め

これらを通して、企業や団体は変化

かつ機能的な環境や、エネルギー環境

行政でも FM に取り組む自治体が増

への対応や成長、収益性の向上などの

保全などの視点も施設に求められるよ

えています。ある自治体では、施設の

最近、認定ファシリティマネジャー

総量縮減で 8.4％の面積を削減、11 件

資格の受験者も増加しています。FM

営活動」と定義付けています。さらに

以前は、不動産の所有と経営が一体

メリットを得ることができるわけです。 うになっています。

て、少しずつ広げていくのです。

もっとも、FM の考え方は時代によ

こうした流れは発注方式の変化にも

の移転・集約化を実施しました。庁舎

は ISO41001 として 2018 年に国際標

って少しずつ変わってきています。日

現れています。従来の契約形態では、

長寿命化改修工事の際は、減築による

準規格化されるなどグローバルな潮流

本に概念が伝わった 1980 年代当初は、

コスト低減を意識し、施設の維持管理

耐震補強工事の軽減化、環境性能の向

でもあります。施設とその環境の「よ

建物のライフサイクルを意識しつつも

のための作業方法や回数などの業務内

上など、FM 的視点による的確な施策

り良いあり方」を考える際に FM を考

設備管理を中心としたハード的側面が

容を予め仕様書に定めた「仕様発注方

を実行。こうした取り組みは、短期的

慮していただくことをお勧めします。

強かったのが、現在では人や環境など

式」が中心でした。ですが、最近では

なものではなく、長期的視点で継続的
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フジテック株式会社
フィールド技術統括部
セーフネットセンター長
太田 和宏
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施工事例

国内で初めて行先階登録システム「EZ-SHUTTLE」が搭載された最先端のオフィス

エレべータの運転効率化を図る

京急グループ本社（神奈川／横浜）

行先階登録システム「EZ-SHUTTLE」

Outline
竣工：2019 年 8月 施主：京浜急行電鉄株式会社 設計：大成建設株式会社 一級建築士事務所 施工：大成・京急建設共同企業体 エレベータ納入台数：9 台

エレベータをスムーズに運行する行先階登録システムの需要が欧米地域を中心に高まっています。
フジテックは 2006 年に米国の「Metropolitan Park West Tower」に初めて納入。
これまでに世界で約 50のプロジェクトに、このシステムを搭載したエレベータを納入しています。

これにより、エレベータでの移動に要する時間を最大

移動時間の短縮を目指して

で 50％短縮※。行先階を前もって登録することで効率

出勤時のオフィスビルのロビー階には、短時間に多く
の利用者が集まります。乗降人数が多いとエレベータの

当社では、乗降人数が多い中規模～大規模（エレベー

停まる回数が増え、目的階に到達するまでの時間も増加

タ台数３～８台）のオフィスビルを中心にご提案してい

します。その悩みを解決する行先階登録システムが

ます。

「EZ-SHUTTLE（イージーシャトル）
」です。
一般群管理方式

京浜急⾏本社_009.jpg

的なエレベータの運行管理が可能になりました。

EZ-SHUTTLE

乗場に設置され

多様な状況に対応する

た「行先階登録装

「EZ-SHUTTLE」は乗車前の行先階登録によって利用

置」に目的階を入

者の待ち時間や移動時間短縮に向けたエレベータの運行

力すると、画面に

制御のほか、将来発生する利用者の待ち時間なども予

乗車するエレベー

測・考慮しながら制御ができます。セキュリティーシステ

タの号機が表示さ

ムとの連携も可能で、ICカード認証で利用者がアクセスで

れ、どのエレベー

きる階を制限するほか、セキュリティーゲートでICカード

タに乗ればよいか

をかざすだけであらかじめ登録された行先階を自動的に登

を誘導します。

録できます。

システム未導入の場合 中央のエレベータは満員だが、左右に余裕がある

京浜急⾏本社_031.jpg

2階

3階

4階

他階

京浜急⾏本社_023.jpg

京浜急⾏本社_013.jpg

京浜急⾏本社_024.jpg

12/16

EZ-SHUTTLEの場合 「行先階登録装置」に行先階を事前に登録することで、早く目的階に到達できるエレベータへシステムが導く
京浜急⾏本社_010.jpg

5/16

京浜急⾏本社_007.jpg

京浜急⾏本社_021.jpg

京浜急⾏本社_032.jpg

※ 当社従来比。オフィスビルシミュレーション結果より
16/16
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▲

ハミングプラザ VIP 新潟（新潟県新潟市）

施工事例

ドア周りのセンサーを追加することで
利用者の“ 安全・安心 ”を向上

蓮の形を模した高さ356 ｍの電波塔

ロータスタワー（スリランカ／コロンボ）

Outline
竣工：2019 年 10月 施主：Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka 設計：Project Consultancy Unit, Faculty of Architecture,
University of Moratuwa 施工：China National Electronics Import & Export Corporation エレベータ、エスカレータ納入台数： 14 台

エレベータ2 台のリニューアル

新潟県内で冠婚葬祭のサービスを提供するVIPグループ。同グループが展開する「ハミングプラザ VIP 新潟」は新潟市内にある結婚式
場で、外光が入る明るいチャペルと、およそ130 席のゆったりとしたロビーラウンジが特徴です。七五三や長寿祝いなどにも利用されて
おり、地域の人々のハレの日を彩る施設として長く愛されています。ここでエレベータ2 台のリニューアルを実施しました。

Point センサーによる安全性の向上

1

「光電式多光軸センサー」を
追加。ドア出入口のほぼ全
面に赤外線センサーが照射
され、ドアの一部が遮られ
ると、閉まりかけたドアが反
転して開きます。これにより
ドア周りの安全性が高まり
ました。

Point 操作盤を一新

2

かご内、乗場の操作盤を交
換。タクタイルボタンに変更
したことで、利用者の押しや
すさ、わかりやすさが向上し
ました。

光電式多光軸センサーは
ドア開口部に横や斜めの
200 本を超える赤外線ビ
ームを照射。この「光の
カーテン」が遮られるとド
アが反転して開きます

Before

After

ハミングプラザ VIP 新潟 副支配人

渡辺 俊光 様

当施設は主に新潟市を中心とした下越地区の方々に、
「絆」
「ヒストリー」
「ありがとう」の3つをテーマとして「大切な人との心と心を繋ぐウエディ
ング」をご提供しています。今回のリニューアルでは、ドア周りのセンサ
ーを追加したことで、お客さまに不安なく移動をしてもらえるようになり
ました。また、リニューアル後に新潟県で震度 6 強の地震が発生し、エ
レベータが停止することがありましたが、迅速に復旧していただき安心
しました。フジテックさんには、今後も日々の点検と緊急時の対応をし
っかりとお願いできればと思います。

10
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ハミングプラザ VIP 新潟
竣工：1989 年
高さ：地上 5 階
住所：新潟県新潟市中央区上所 2-11-33
リニューアル：エレベータ2 台

USNET No.57

11

No. 14

アトランタ

テックハブとして
世界の企業から注目

国・地域名：アメリカ合衆国 面積：983 万 3,517km²
人口：約３億 2,716 万人（2018 年７月１日時点、推計値）
首都：ワシントンＤ.Ｃ. 通貨：米ドル 経済成長率：2.9％（2018 年） 言語：英語

多彩な魅力に人が集まる
交通と経済の結節点

鉄道の敷設など、アトランタは古く
から交通の要衝として発展してきた。
現 代 で も「ス パ ゲ テ ィ ジ ャ ン ク シ ョ

アメリカ合衆国南部に位置するジョ

ン」と表される無数に交差する高速道

ージア州の州都アトランタ。緯度は日

路や、世界最大の利用客数を誇るハー

本の福岡市に近い。夏は蒸し暑いこと

ツフィールド・ジャクソン・アトラン

から「ホットランタ」と呼ばれること

タ国際空港などの大規模な交通ハブを

もあるという。アパラチア山脈南西端

擁する都市として名をはせている。

山麓のこの地に人々が集落をつくり、

また、マーガレット・ミッチェルの

暮らし始めたのは 950 年頃といわれて

名作『風と共に去りぬ』の舞台や、1996

いる。さまざまな変遷をたどる歴史の

年夏季オリンピックの開催地であるな

中で「アトランタ」と名付けられたの

ど、知名度も高い。湖や森といった自

は 1845 年。当時運行していたウェス

然も多く、ハンティングや釣り、バー

タン＆アトランティック鉄道の終着駅

ベキューなどのアクティビティも楽し

であったことに由来する。

めるなど、観光における魅力も多い。

夕日を受けて輝くアトランタの高層ビル群。世界のテックハブとして発展を続ける大都市は、多くの人々のエネルギーに満ちている

大企業の本社所在地として
イノベーションの源泉に

テクノロジー都市として急成長の波に
乗るアトランタ。
「次のメジャーテッ

と米主要テクノロジー都市25都市の中

業の拠点も多い。

また、多くの大病院が林立するなど、 でも比較的高い。

クハブの一つ」とも評されるゆえんだ。

ビジネスを基盤にした都市の成長が、

アトランタが発信地となり、ジョー

アトランタは、大手企業の本社が多

テクノロジー産業にひも付く業界は

必然的に街の生活環境の拡充にも影響

ジア州全体の経済成長を支えていくと

いことでも有名である。コカ・コーラ

多様である。アトランタは、連邦準備

している。

予想され、日本企業にとっても、テク

やデルタ航空、CNN などを筆頭に、企

銀行が立地していることから、フィン

業が拠点を構える。アメリカのフォー
チュン誌が発表する「Fortune500」に

多様性に富んだ経済発展により、特

ノロジーやソリューションのスタート

テック産業の集積地という強みもある。

にテクノロジー分野の雇用成長率の伸

アップを図るハブとして、これまで以

関連して、サイバーセキュリティー企

張は顕著で、2010 〜 17年の間で約30％

上に注目が高まると考えられる。

ランキングされる企業の本社数におい
て、アメリカ国内ではニューヨーク、
ヒューストンに次いで多く、近年でも
欧州の有名自動車メーカーなどが移転
して来ている。
この勢いを支える源は、大企業によ
るイノベーションはもとより、ジョー
ジア工科大学などの有名教育機関との
コンベンションセンターを備えるハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港ホテル。アトランタオ
フィスは、同ホテルと空港直結の歩道橋に、エレベータ・エスカレータ計 19 台を受注した
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産学連携や、スタートアップ企業の支援
機関の集積によるとも分析されている。

フジテック・アメリカ アトランタオフィス

設立：1977 年 所在地：5835 Peachtree Corners East - Suite D,
Peachtree Corners, GA 30092
近代的なオフィスビルやマンションが数多く建ち並ぶアトランタ。この都市でフジテ

ックがビジネスを推進し続けるには、価格、品質、評判が重要です。当社はアトラ
ンタで「一度フジテックのサービスを受けると、抜け出せなくなる」と評価いただい
ており、その高品質なサービスでお客さまとの強い信頼関係を築き、安定的にプロ
ジェクトの受注を続けています。これからも大規模で注目度の高いプロジェクトに
挑戦し、フジテック・ブランドの認知度を高めていきます。

フジテック・アメリカ
アトランタオフィス
長井 国威

USNET No.57
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令 和
維 新
新しい時代の道標
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

国際的な視野と唯一無二の
行動力を備えた幕末の風雲児
第3回

高知・坂本龍馬

江戸時代後期、幕府は開国を迫る諸外国の圧力を跳ね返す力もなく、藩をまとめる力も弱くなっていました。
そうした中、坂本龍馬は外国に負けない日本をつくるべく、薩長同盟の成立に奔走したほか、日本初の株式

3 龍馬の生まれたまち記念館
高知市上町 2 丁目6 番 33 号
当時のまちの様子や、龍馬が生まれ
てから脱藩するまでのさまざまなシ
ーンを映像や模型で分かりやすく紹
介している。幼少時の龍馬の逸話
や、坂本家の家族について学べるほ
か、観光ガイドと一緒にまちの史跡
を巡ることで、まち全体から龍馬の
生きた時代の様子をうかがい知る
ことができる。

会社「海援隊」を組織するなど、新しい国づくりに尽力。数々の功績を残した龍馬がいかにして行動力や交
渉力を養い、時代の名士と交友を持つようになったのか。青年期まで過ごした土佐での軌跡を辿りました。

生き抜くヒントを探ります

世の人は我を何とも言わば言え

坂本龍馬

我が為す事は我のみぞ知る

記念館周辺は坂本家
が所有する土地だった

円行寺口
旭

入明

3

4 軍鶏伝

高知

4

高知橋

高知市帯屋町
2 丁目3 番 1 号ひろめ市場内

筆山公園

桂浜

桟橋通五丁目
至 高知空港

道路

坂本龍馬

至 土佐市

偉人の
美食

龍馬ら土佐藩の人々が愛した軍鶏鍋
（２人前 2,680 円）。全国的にも珍し
い昔ながらの純血種「ごめんケンカシャ
モ」は弾力のある歯ごたえで、噛むほど
にうま味が出てくる。

1836（天保６）年～ 1867（慶応 3）年

1 高知県立坂本龍馬記念館

高知市浦戸城山 830 番地
姉の乙女にあてた手紙や、新しい日本
に対する思いを綴った手紙などの展示
を通して、龍馬の生涯や人となりを知る
ことができる。中岡慎太郎らとともに暗
殺された京都の「近江屋」の八畳の間
を再現した実物大のレプリカは見どころ。

兄と三人の姉を持ち、土佐藩郷士の次男として生まれる。
漢学の楠山塾に入塾したが、抜刀騒ぎを起こして退学。以
後は姉の乙女から武芸や学問を学んだ。1861（文久元）年

なる活躍が期待される中、近江屋にて凶刃に倒れた。

剣術修業のために江戸 3 大道場の一つ北辰一刀流に入門。
その年にペリーが来航した

2 坂本龍馬の銅像
高知市浦戸桂浜公園内
和服姿に懐手をした龍馬像の高さは5.3 ｍ、台座を
含めた高さは13.5mある。4 〜 6月頃と10月中旬〜
12月中旬には、龍馬像の横に展望台が設置され、龍
馬像と同じ目線で太平洋を眺めることができる。
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桂浜

に土佐勤皇党に参加するも後に脱藩。勝海舟に師事する
と海軍建設を計画する傍ら、薩長同盟を成立させる。さら

「龍馬と同じものを食べてほしい」との思い
から純血種を使った軍鶏鍋を提供している

浦戸湾

「近江屋」のレプリカは当時置かれていた屏風や部屋の構造を再現している

太平洋

1

2
時の旅人〜今回の案内人〜
坂本龍馬の人脈の広さは驚くばかりです。
剣術修行に出た江戸で、道場の塾頭から幕
しゅんがく
府のキーマンである福井藩主・松平春獄を

紹介されます。その春獄から勝海舟を紹介
され、さらに海舟から西郷隆盛と出会うき
っかけを得て、龍馬の活動の幅と視野が大
きく広がっていきます。その出会いの連鎖
を生んだ背景には、彼の強いビジョンと柔
軟性を兼ね備えたバランスの妙、そして人
を惚れされる圧倒的な行動力が大きかった
でしょう。私も龍馬のように広い視野と好
奇心、傾聴の姿勢を持って仕事に臨み、さ
らなる信頼を得るべく邁進していこうと感じ
ました。

フジテック株式会社
西日本支社 四国支店
高知営業所長

加藤 洋輔
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世界の絶景

アイスランド

ヴァトナヨークトル国立公園
［表紙の写真］アイスランド／アイスケーブ

アイスランドは「火と氷の島」
と言われている。その名が
示すとおり、活動中の火山は200を超え、国土の12％を
氷河が占めている。
そのため自然の観光資源が豊富で、
オーロラ観賞をはじめ、ゲイシール間欠泉や天然のアイ
スケーブ（氷河の洞窟）
といった自然の魅力溢れる観光
名所が多い。表紙のような美しいアイスケーブは、密度
の高い氷を光が通過すると、青色以外を氷が吸収する
ため、青い神秘的な空間が形成される。
また、夏に氷の
表面が溶けて冬に新たな氷が形成されるため、同じ洞
窟でも中の様子は毎年大きく異なるという。
表紙写真：John Warburton-Lee/アフロ

USNET No.57（2020年2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1丁目17番地3号

「USNET」とは

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。

