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IoTソリューションが
変革する
建設・土木現場の未来
深刻な労働力不足、高齢化、働き方改革などの課題を
抱える建設・土木業界。その課題を一手に解決する
ソリューションとして、IoT（Internet of Things）を
活用したデジタルトランスフォーメーションに期待
が高まっている。IoTソリューションによる変革の未
来像とは？ 取り組みの最前線を追った。

建設業に迫る
100 万人規模の大量離職時代
今、日本の建設・土木業界が、大き

職時代を迎える」と指摘する。
それを背景に、国土交通省は2016年

2017年4月に発表した中期戦略の中で

ない。そこに、我々の強みとするICT

同社は2017年より、複数の建設現場

400 ～ 500名の作業員が集まります。

「社会的課題の解決」を力強く宣言した。

やIoTのテクノロジーが活用できると

で、試作開発の前段階における検証を

既存の現場では、大きな広場に大勢を

考えました」
（仲田氏）

実施した。期間中は同社社員が実際に

集め、学校の朝令のように現場監督・

では、同社が目指す「建設現場 IoTソ

稼働する建設現場に数ヵ月間滞在。
「作

職長が口頭でその日の注意事項を共有

リューション」の本懐とは、どのよう

業員の1日の作業プロセスの中にどう

する。高層ビルの建設現場であれば、

なものだろうか。

いった潜在課題があり、そこにどんな

一度に多くの人員が動くため、集合朝

「例えば『デジタルの図面がタブレッ

ソリューションが適用可能なのか」と

令後、エレベータで作業場所まで上が

トで共有・同期される』といった施策

いった検討を重ね、いくつかの仮説を

るのにも一苦労。午前中の作業時間が

「建設業は日本のインフラを支える重

は、ITによって業務効率化を図る取り

立てたという。

つぶれてしまうこともあります」
（中島氏）

頃 か ら『ICTの 全 面 的 な 活 用（ICT土

これに付帯するテーマの1つが「建設

工）
』などの施策を建設現場に導入する

業」だ。

ことによって、建設生産システム全体

同社法人ビジネス本部 IoTビジネス

の生産性向上を図り、もっと魅力ある

部 ソリューション営業推進担当部長・

（2019年5月10日発表）によれば、同

建設現場を目指す取り組みとして

仲田正一氏は、同社が建設業に着目し

年3月 末 時 点 の 企 業 数 は、 約46万

「i-Construction（アイ・コンストラクシ

な危機に直面している。
国土交通省「建設業許可業者数調査」

8,000社。 し か し、 こ れ は ピ ー ク 時

ョン）
」なる長期的ビジョンを提示した。

た経緯について次のように話す。

（2000年12年3月末）と比較して22％

現在 ICT、AI、IoT、AR/VR、ロボティ

要産業であるにもかかわらず、働き手

組みである“デジタライゼーション”に

「建設現場はコミュニケーション不足

減少した数値だ。今後は高齢化による

クス など、ICT系企業と建設・土木業

不足、技術継承、そして働き方改革な

留まります。さらに、それを多種多様

に起因した問題が想定以上に多くあり

ベテラン技能者の離職も加速。建設技

界の連携でさまざまなソリューション

どの諸問題を抱え、長らく生産性の向

のデジタル技術を駆使し、現場の課題

ました」。そう話すのは、同社・法人

能労働者の数はさらに減り続けていく

開発が進められている。

上が強く求められています。当社試算

を根本から変え、新たな価値を生み出

ビジネス本部 IoTビジネス部 ソリュー

ではこれからの日本の建設業は15 ～

し、そして変革する“デジタルトラン

ション営業推進 建設ソリューション担

20％のレベル― 1日の労働時間に換算

スフォーメーション（DX）”にまで進め

当課長・中島厚生氏。

すると、だいたい“90分間 ”に相当す

ることこそが、我々の建設現場 IoTソ

る生産性を改善していかなければなら

リューションの目標です」
（仲田氏）

だろう。一般社団法人日本建設業連合
会が2015年にまとめた「再生と進化に
向けて―建設業の長期ビジョン」は、
2025年までに「100万人規模の大量離
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※

15 ～ 20％レベルでの
生産性改善を目指す
通信大手・株式会社 NTTドコモでも、

「例えば、毎日の集合朝令です。大規
模な現場ともなれば、1つの現場でも

※
ICT＝情報通信技術、Information and
Communication Technologyの略
AI＝人工知能、Artificial Intelligenceの略
AR＝拡張現実、Augmented Realityの略
VR＝仮想現実、Virtual Realityの略
ロボティクス＝ロボットの設計 ･ 製作 ･ 制御を行う
「ロボット工学」の意

USNET No.58

3

図：建設現場の目指す姿
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推奨されるアクション提示

工程の進捗状況

建機・設備の稼働率

作業の進捗と結果
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株式会社 NTTドコモ
第二法人営業部
グローバルビジネス推進
営業担当
北田 健二様

さまざまな効率化につながる。例えば、

すれば、現場の人たちにいつも意識し

本 HP 社との協業で「デジタルツイン」

ビジネス推進 営業担当・北田健二氏は

ます」と同社法人ビジネス本部 ソリュ

マンションの内装工事では、複数の事

てもらえるようになる。

を活用した共同実証実験の実施を発表

語る。

ーションサービス部 フロントSE・第
三担当課長・小室克久氏は話す。

業者が関わっており、それぞれ担当す

いずれにせよ、建設現場 IoTソリュ

る作業が細分化している。そのため、

ーションで目指すのは「業務の本質を

デジタルツインとは、実世界の場所

ドローンやレーザースキャナを使い、

いずれのプロジェクトも現在検証を

もし、現場の図面、工事の進捗、資

現在どの部屋に入れて、何人必要なの

変えずに高めることで、やり方を抜本

や物、人などの情報をデジタルデータ

建設・土木の現場にある物体・環境等

進めている段階。世界的にも「建設現

材の調達状況、建機の稼働状況、さら

かといった段取りが大切になるが、こ

的に変え、生産性の向上に寄与してい

化し、サイバー空間上で現実と違わな

を点群データ（多数の点の3次元座標を

場 IoTソリューション」や「デジタルツ

には現場の状態、その日の天候、作業

れまでは前工程の作業中や、資材が届

くこと」だと中島氏は話す。

い3D映像を構築すること。近年は新

点群として記録するデータ）として収

イン×5G」の全貌は明らかになっては

員の労務状況・バイタル情報……とい

く前に人が入ってしまうことが起こっ

「現状、すぐにでもご提供できるソリ

たなテクノロジーのトレンドとして、

集する。

いない。その舵取り役である同社は、

った最新の情報やデータを自動的に取

ていた。しかし、リアルタイムな情報

ューションの多くは、建設現場にある

得し、朝令ではそれらをデジタルサイ

共有で、ムダな手待ちは削減できる。

さまざまなデータの『取得』、データの

NTTドコモは、今年3月から提供を

している。

各種業界から注目されている。

デジタルツイン共同実証実験では、

仮想空間に生み出せるデジタルツイ
ンは、現場の状態を実寸で表現。かつ、

建設・土木現場にどんな“未来 ”を見据
えているのだろうか。
「今と同じ条件で現場を比較して、将

ネージで共有化、朝令後も最新情報を

ほかにも、作業員とのコミュニケー

『可視化』の部分。しかし今後は作業員

開始した「高速・大容量」
「低遅延」
「多

現場にいる作業員同士が都度確認でき

ションを円滑にする最新デバイス、現

のバイタル情報を確認、体調不良者に

数同時接続」の第5世代移動通信システ

「現場の状態を即座にデジタルで再現

来的にはマネジメントされる方々の拘

るようなソリューションを構築できた

場担当者のタスク管理システム、書類

は作業をストップさせるようなAIによ

ム（5G）とデジタルツイン技術を組み

できれば、現場監督や職長さんがわざ

束時間・工数が劇的に少なくなってい

としたら─。中央集約型の集合朝令

作成のデジタル化など、そこに構成さ

るデータ『分析』にもステップアップし、

合わせれば、
「建築・土木業界における

わざ現場まで足を運ばなくても、現場

くと思います。当然、建設現場 IoTソ

を分散化することでかなりの効率化が

れる要素技術は実にさまざまだ。

最終的には生産性向上や安全性向上、

次世代の働き方実現」に活用できると

の状態確認や実測等を行えます。カメ

リューション実現は、通信会社である

特に書類作成のデジタル化は、書類

さらには事業会社の事業収益性の向上

考えた。

ラによる実映像と違い、デジタルツイ

我々だけでは行き届かない。この取り

「あくまでデジタル朝令は我々のソリ

の持つそもそもの意味から考えて進め

といった『価値創出』にまでつなげてい

「5G商用化を考えるうえでも、さら

ンは“自由視点 ”で360°視点を変えら

組み自体も、ゼネコンやソフトウェア

ューションが提供できる価値の一部に

られている。例えば、KY（危険予知）シ

きたい」
（中島氏）

には10年後の6Gの世界を考えるうえ

れることが大きなポイント。カメラ撮

会社の皆さまにご協力をいただく業界

すぎません。しかしこのソリューショ

ートは、書類にすることが大切なので

でも、空想の話ばかりしていても仕方

影者の主観が入り込まず、本当に見た

横断型です。今後はこの『変革』の意識

ンだけでも生産性改善目標として当社

はなく、危険を知らせ現場の人たちに

ありません。共同実証実験を通じ、

いところを見ることができます。まだ

を建築・土木業界の皆さまと共有しな

が掲げる15 ～ 20％のうち、約4%を達

潜む危険をきちんと考えてもらうこと

次々と新たなユースケースを生み出し

実証段階ではありますが、今後は外

がら、スピード感をもってプロジェク

成できます」
（中島氏）

ではじめて意味を持つ。だからこそ、

他方で同社は、2019年9月、アメリ

たいと考えています」と同社法人ビジ

（土木工事）
・建物（建設工事）
・中（設

トを遂行していきたいです」
（仲田氏）

デジタル化でいつでも見られる状態に

カのICT系企業・シンメトリー社、日

ネス本部 第二法人営業部 グローバル

備工事）にまで拡大できると考えてい

図れる、と中島氏らは考えた。

朝礼後も最新情報を共有することは、
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双子で現場を再現 !?
デジタルツイン×5G の可能性

色まで再現できる。
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ICTを活用し
建設・土木業界の未来を支える
立命館大学 教授

大規模土工において精密施工法の導入により生産性向上と環境負荷低減を両立させた事例
生産性 平均日出荷量（30カ月）

建山 和由様

（％）

125

建設・土木業界での深刻な人手不足を受け、2016 年に国土交通
省がi-Construction※ をスタートさせた。ICTを全面的に活用す

100

ることで、現場作業の効率化や生産性の向上などを目指していく。
i-Construction 委員会の委員も務め、課題の多い建設・土木業
界に改革をもたらすべく活動を続ける建山教授に話を伺った。

1980 年京都大学工学部土木工学科卒業。85 年
京都大学大学院博士後期課程研究認定退学、同
年４月京都大学工学部助手。88 年工学博士
（京都
大学）
、90 年京都大学工学部講師、2004 年立命
館大学理工学部教授、13 年 1月学校法人立命館
常務理事就任。19 年国土交通省 i-Construction
委員会の委員などを務める。

i-Construction が目指す
建設業の新しいカタチ

が多発。担い手不足や維持管理の必要
性、災害対策の観点などから「労働生
産性の向上」こそが、現在の建設・土

環境負荷 土砂１㎥当たりCO2 排出量（30カ月）
（％）

日出荷量が
21％増
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最新テクノロジーの導入
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従来の施工法
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20

精密施工法

験では 2 次元図面での検討時と比較し

マネジメントによる過剰投入の削減」

公共事業を中心に、徐々に進んできて

て、４分の１もの省力化が見込めました。

に大きな効果をもたらします。

います。そうした中で大きな課題とし

さらに、i-Construction の施策とし

またデータの活用は「映像の活用に

て挙げられるのが、地方公共団体への

日 本 国 内 の 生 産 年 齢 人 口（15 歳 〜

木業界にとって喫緊の課題なのです。

i-Construction の具体施策として、

て欠かせないのがビッグデータの活用

よる現場管理の高度化」にも寄与しま

64 歳）は 1995 年頃をピークに減少の

それらを背景に、国土交通省が打ち

国交省が管轄するホームページなどで

です。建設・土木工事は、工事の時間

す。例えば、スマートフォンのカメラ

もとより公共事業の 7 割ほどを地方

一途をたどっています。2019 年 10 月

出 し た 新 た な 施 策 が「i-Construction

強く打ち出されているのが、３次元デ

経過とともに施工条件・施工環境が大

などにも使用されているタイムラプス

で占めており、今後、中小の地方公共

現在の生産年齢人口は 7,507 万人ほど

（アイ・コンストラクション）
」という

ータの活用推進による作業の効率化で

きく変化するものです。現場ではＩＣ

の活用。一定間隔で記録された静止画

団体の発注工事、ひいては中小規模の

で推移していますが、今後も１年間に

取り組みです。国交省によれば「
『ICT

す。これまでの手法を ICT や機械に代

Ｔを活用し、綿密な現場の調査・計測

からコマ送り動画を作成し、時間経過

工事でも普及して、初めてこの取り組

マイナス１％ペースで減少。30 年後

の全面的な活用（ICT 土工）
』等の施策

替し、省力化・効率化による生産性向

を通じて多様な情報を詳細に把握。そ

をたどることができる映像表現ですが、 みが “ 成功した ” と言えるでしょう。

には現在の７割ほどにまで落ち込む、

を建設現場に導入することによって、

上を図ります。

のうえで、施工方法の柔軟な変更やプ

専用の動画・映像用システムで実際の

中小規模の工事においてもドローン

とも予測されています。特に建設業の

建設生産システム全体の生産性向上を

例えば大規模土木工事です。ドロー

ロセスの最適化等を図るなどの精緻な

施工現場を常時撮影しデータベース化

等を用いた 3 次元測量、あるいは 3D

人材不足は深刻です。2019 年の有効

図り、もっと魅力ある建設現場を目指

ン等を利用した航空測量で３次元測量

マネジメント（精密施工法）により、

しておけば、不具合・事故が起こった

CAD の導入等が進んでいます。

求人倍率の全国平均が 1.60 倍であるの

す取り組み」とされていますが、私は

データを作成すれば、もとの設計図面

生産性の向上と環境負荷低減を両立さ

ときの原因分析、アーカイブ化による

i-Construction の普及を考えるうえ

に対し、建設技術者の 2019 年の有効

この定義の後半部分にある「魅力ある

と随時更新される３次元データの “ 差

せ得る事例も報告されています。

後発工事の事前検討、さらには社員に

で大事なのは、ICT の導入は手段であ

求人倍率は 6.69 倍を突破しました。

建設現場を目指す」が大きなポイント

分 ” から施工量（切土・盛土量）を自

対する技術教育・安全性の向上などに

り、人手不足などのさまざまな課題を

だと思います。

動算出できるようになります。

も活用できます。

抱える建設業の「新たな魅力の創出」

さらに建設業では人口減少にともな

現場担当者には、状況の予測と柔軟
な対応が常に求められ、立てた予測が

う税収の減少も懸念され、社会インフ

i-Construction に よ っ て「給 料・ 休

３次元データは ICT 建設機械の自動

ラへの投資が縮小していくことも想定

暇・希望」の面から建設業を魅力ある

制御にも利活用できますし、完成検査

しなければなりません。

ものにする。そんな新しい建設業のイ

の省力化も図れます。他にも建設工事

メージづくりこそが i-Construction の

における手順の検討等にも十分に適用

して読み取り、AI が最適な交換時期

すでに i-Construction の考え方をベ

本当の目的ではないでしょうか。

が可能で、鉄筋組立工で行った実証実

を解析する ” といった施策は、
「精緻な

ースとした ICT の導入は、国が進める

高度成長期に建設された社会インフ
ラの経年劣化に加え、近年は自然災害

6
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※「information」
「ICT」
「IoT」といった「情報」や、
「innovation」の「技術革新」を意味する「ｉ」を頭文字に、生産性・賃金・安全性の向上や、多様な人材の活用、
地方創生への貢献などを目指す取り組み。

大きく外れると人員・資材の過剰な投

課題は「地方での普及」
入につながってしまいます。そのため、
ICT の導入で新たな魅力創出
例えば “ 水道管の劣化状況をデータと

普及です。

が最大の目的である、という視点です。
国内でもさまざまな優良事例が生まれ
てきていますから、意識的に情報収集
と情報発信を心掛けることがとても大
切だと思います。

USNET No.58
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施工事例

渋谷エリア最高峰高さ約 230m の大規模複合施設

渋谷スクランブルスクエア（東京都渋谷区 )

Outline
竣工：2019 年 8月 施主：東急株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社
施工：東急建設・大成建設 JV エレベータ納入台数：13 台

8
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設計：渋谷駅周辺整備計画共同企業体

110カ国に展開する世界的ホテル

グランドメルキュール スラバヤシティホテル（インドネシア／スラバヤ）
Outline
竣工：2019 年 11月 施主：Mr. Adi Sutanto

設計：fx architect s+udio

施工：PT. Sinar Waringin Adikarya エレベータ納入台数：5 台

USNET No.58
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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

NEW

スタンダードを超える搭載機能
業界初 *
エレベータ専用クーラーを標準装備
厳しさを増す日本の夏。今後も気温の上昇
が予想されます。こうした中、業界で初めて
クーラーを標準装備しました

業界最速 *
最大定格速度 分速 120m
標準型マシンルームレス・エレベータとして、
業界最速の定格速度分速 120 ｍを実現。
輸送能力が向上し、エレベータの待ち時間
を短縮します

業界最大 **

8.4インチ大型液晶モニター搭載
液晶インジケーターを8.4インチに大型化。
有償付加仕様の情報モニターを採用すると、

専業メーカーの、
本気。
スタンダードを超えていく。

表示有効面積が業界最大となります

モデルチェンジした「エクシオ—ル」で
新時代の標準型エレベータを提案

＊、
＊＊国内標準型マシンルームレス・エレベー
タにおいて（2019 年 12月現在）

2020 年 4 月、フジテックの標準型マシンルームレス・エレベータ「エクシオ—ル（XIOR）」をモデルチェンジしました。

当社がこれまで培ってきた技術をふんだんに取り入れ、業界初となる機能も実装。

フジテックがエレベータの新しい「標準機種」をご提案します。

多くの業界初を盛り込んだ
新エクシオ—ル

昨今エレベータのニーズがますます

目は、業界に先駆けてエレベータ専

ことは、フジテックの使命の 1 つで

ームレス・エレベータにおいて業界

なります。また有償付加仕様の情報

用クーラーを標準装備したことです。

す。そこで、今回のモデルチェンジ

最速で、乗場での待ち時間を従来比

モニターでニュースや天気予報をお
届けします。

エクシオ—ルはフジテックの標

多様化するなか、フジテックは最新

「気象変動により、日本の夏は厳

で標準装備を実現しました」と、当

で最大 10％短縮することができ、利

準型マシンルームレス・エレベー

の技術を取り入れながら、チャレンジ

しさを増しています。当社で『エレ

社の取締役専務執行役員商品開発本

用者の満足度アップにつながります。

タとして 2008 年の発売開始以来、

ングな取り組みを重ねてきました。そ

ベータに欲しい機能』についてユー

部長・浅野隆史は話します。

お客さまにご好評をいただいてき

の取り組みを具現化したものが、新

ザー調査を実施したところ、クーラ

ました。そして、このたび 2020 年

しいエクシオ—ルです。

4 月にフルモデルチェンジし、機能

10

を充実させて発売を開始しました。
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特徴は大きく 3 つあります。1 つ

エレベータは移動のための手段で

3 つ目は大型液晶モニターの搭載

す。そこでまず必要とされるのは、

2 つ目は、定格速度について、分

です。かご内の液晶インジケーター

使い勝手の良さです。それが快適さ

ーに関する要望は、上位にランクイ

速 120m をラインアップしたこと

を 8.4 インチに大型化したことで、

や安心につながります。これらを満

ンしました。都市空間を快適にする

です。これは国内の標準型マシンル

階数表示などの運行情報が見やすく

たした商品を目指して開発を進めて

USNET No.58
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Developer’s View

誰もが快適に使える
エレベータのために
「音」と「混雑度表示」を開発
エレベータをどなたにも快適に使っていただくために、新し
いエクシオールでは「ユーザーインターフェース」の観点でも
機能の更新を行いました。例えば、エレベータのブザー音。注意
喚起のための大切な音ですが、このブザー音を不快に感じると
いう利用者の声は以前から上がっていました。そこで聞き心地

フジテック株式会社
取締役 専務執行役員
商品開発本部長
浅野 隆史

フジテック株式会社
商品開発本部
研究開発センター 技術研究部
濱口 萌子

のよさを追求した「UIサウンド」を新エクシオ—ルに採用しま
した。
聞き心地のよさと注意喚起の両立を目指す中で、特に重点を
置いたのが、エレベータの動きとの調和です。どのような音な

ーズへ幅広く応えることに加え、こ

「新エクシオ—ルに、お客さまか

「新しいエクシオ—ルでその快適

れからの業界標準になればいいと思

らどのような反応がいただけるのか

さを実感してください。きっと、違

う機能を盛り込みました。エレベー

が楽しみです。お客さまとのコミュ

いを分かっていただけるのではない

タ専用クーラーはその代表例で、従

ニケーションを重ねながら、次世代

かと考えています」
（浅野）

来はオプションでしたが、ここ最近

へ向けたよりよいエレベータの開発

のニーズ増加も踏まえ、標準装備し

につなげていこうと考えています」

きました。

ニーズに応え、
業界スタンダードを目指す

（浅野）

ました」
（浅野）

また、新たな機能として、かご内の混雑状況を乗場にお知ら
せする「混雑度表示」も搭載しました。かご内の混雑状況が事前
にわかれば、より快適な利用が可能になると考え開発した機能
です。混雑度は乗場のインジケーターに5段階で表示。これに
より、エレベータの到着前にかご内の混雑状況が分かるので、

また、その他にも、密室空間であ

フジテックの研究開発部門では、
すでに次の目標に向けて動き始めて

「専業メーカーの、本気。スタンダー

ーターに 5 段階で表示する新機能を

います。限られた空間、限られた時

に対しては安心感の向上につながります。混雑時には階段を使

ドを超えていく」
。昇降機に特化した

搭載して、乗車状況を事前に確認で

間しか利用しないエレベータですが、

うなどの選択肢も増えるため、便利で自由なエレベータの利用

専業メーカーとして、次世代のエレ

きる機能や、ボタンに触れることな

そのときに心地良い一期一会の体験

の手助けとなります。

ベータに向けた挑戦を掲げています。 く行先階を登録できる機能など、衛

をしていただけるよう、私どもの思

生面や安全性にも配慮し、利便性の

いが伝わる商品を目指して、開発を

向上を図りました。

続けてまいります。

新エクシオールのショールーム
「Creative Studio」を設置
東京都港区と滋賀県彦根市の当社社屋内に「Creative Studio
（クリエイティブスタジオ）」を設置しました。エクシオールのかご
やボタン、カラーバリエーションなどの意匠を実際にご覧いただく
ことができます。見学のお申込み、お問い合わせは当社営業担当
までご連絡ください。
Creative Studio Tokyo

東京都港区白金 1-17-3（フジテック東京本社内）

Creative Studio Big Wing

滋賀県彦根市宮田町 591-1（フジテック本社 “ ビッグウィング ” 内）
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空

に音づくりを繰り返して完成しました。

るかご内の混雑状況を乗場インジケ

途によって異なるお客さまからのニ

混雑度を 5 段階で表示

ユーザーテストを繰り返し、特徴を抽出。社外の専門家ととも

新エクシオ—ルのコンセプトは、

「新エクシオ—ルには、建物や用

12

ら利用者はドアを開くと感じるのか、逆に閉じると感じるのか。

混雑

事前に乗り込めない可能性が分かることによるストレスの軽減

混雑度表示のイメージ図

や、防犯や感染症対策として他者と乗り合わせたくない利用者

これらの機能のアニメーション動画をYouTubeでご覧になれます

ぜひ、実際に体験してみてください。
UI
サウンド

混雑度
表示

BIMパーツの提供を開始！
当社ホームページに、新しいエクシオールの設計に必要な情
報をご提供するサイトを開設しました。昇降機のレイアウト設
計が簡単に行えるBIMパーツのほか、CAD 図面、計画中の建
物のエレベータ仕様が適切かを判定する交通計算ツールなど
をご用意しています。簡易な会員登録で利用いただけますので、
ぜひご活用ください。

https://www.fujitec.co.jp/sales/
フジテック 設計をお考えの方へ

USNET No.58
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No. 15

インドネシア

東南アジアを代表する
イスラム経済先進国へ

国・地域名：インドネシア共和国
面積：191 万 3,580km² 人口：２億 6,189 万人（2017 年、出所：中央統計局、推計値）
首都：ジャカルタ 通貨：ルピア 経済成長率：5.2％（2018 年） 言語：インドネシア語

「多様性のなかの統一」を目指す
東南アジア最大の群島国
東南アジア南部に位置するインドネ
シア。赤道を挟み、大小 17,000 以上

現在は、面積や人口ともに東南アジ
アで最大規模の国家であり、世界遺産
の古代遺跡や野生動物が住む熱帯雨林、
世界屈指のリゾート地など、数々の景
勝地を誇る。

の島々が連なる姿は、
「赤道にかけら

また、それぞれの地域が育んできた

れたエメラルドの首飾り」とも呼ばれ

文化は実に多種多様で、伝統的な儀式

ている。

による音楽や舞踊などがあり、旅人を

もとは数百の民族集団に分かれてお

飽きさせない魅力に満ちている。

り、大航海時代にオランダが植民地化

そんなインドネシアの国家標語は

した際にもエリア別に統治されたが、

「多様性のなかの統一」。複数の民族

第二次世界大戦の終結を機に全域をあ

が互いの相違やレガシーを尊重し、理

げて独立を宣言。初代大統領にスカル

解したうえで新しい国家を創造してい

ノ氏が就任し、1949 年に国際的な承認

くという理念が、国民の相互扶助の精

を経て、独立主権の共和国となった。

神を醸成している。

インドネシアの首都ジャカルタ。昼はビジネスの中心地だが、夜は華やかなネオンが瞬くホットな娯楽スポットとなる

ム法（シャリア）にのっとった「シャリ

最大のムスリム人口を有する国。2024

展開が予想される。例えば一部の駅で

ア経済マスタープラン」を実施すると

年までに、国内金融市場におけるシャ

は券売機がキャッシュレス仕様になる

発表した。2023 年には３兆ドル規模に

リア金融のシェアを、現在の 8.58％

など、電子商取引定着の準備も進む。

独立前は国土の大半が農村地帯で、

成長すると言われるイスラム経済圏に

から 20％まで引き上げる計画だ。

国民の自給自足で自活できた。しかし、

向けて、インドネシアが世界的なシャ

今 後 の 注 力 分 野 に は「イ ン フ ラ 開

独立後、経済大国を目指すために成長

リア経済国となるための中心戦略を４

発」
「人材育成」
「投資促進」
「官僚主義の

インドネシア経済の心臓部が動くこと

をけん引したのが、石油や石炭、天然

点掲げ、具体的な取り組みを始めてい

改革」
「国家予算の効率的活用」が掲げ

で、ビジネスチャンスがどのように広

ガスなどの豊富な地下資源を元手にし

る（図表参照）。インドネシアは世界

られ、大型インフラ開発を中心にした

がっていくか、今後の発展に注目だ。

イスラム経済戦略を通じて
内需主導型経済を目指す

た国外貿易と、インフラ整備による外

れた豊富な労働力である。2008 年には
Ｇ 20 入りを果たすなど、インドネシ
アの経済成長は堅調に発展を続けた。
現在は、個人消費などの国内需要で
経済をけん引する「内需主導型経済」
2019 年からジャカルタを運行する初の大量高速鉄道（MRT）は、日本のODA 事業。車両設計から改札
のシステムに至るまで、日本の技術が総動員されている

も本格的に始動。2019 年、ジョコ・ウ
ィドド大統領が 2024 年までにイスラ

ンタン地域に移転することが決まった。

「シャリア経済マスタープラン」
４つの中心的戦略

国資本、そして何より、毎年200 ～ 300
万人にものぼる新規就労人口に支えら

また、首都をジャカルタからカリマ

フジテック・インドネシア

飲食料品、
ファッション、
観光、
メディア
（映画など）
、医薬品・化粧品、再生可
1 能エネルギーにおける原料・製造・流
通・販売をハラールの視点で捉える
「ハラール・バリュー・チェーン」
の強化

設立：1989 年 所在地：Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok G1
no 1A -1B, Kembangan – Meruya Utara, Jakarta Barat, Indonesia
経済成長や政府のインフラ整備を背景に、インドネシアにおけるエレベータ市
場の見通しは良好です。特に高層建築において東南アジアで大きな市場を持

2 シャリア金融の強化

っています。インドネシアにおけるビジネスで最も重要なのは「信頼」です。フ
ジテック・インドネシアは高品質な商品と高層建築への広い実績をもつ日系
企業として、お客さまから信頼を得ています。私たちはこれからもお客さまの
ために成長を重ね、さらなる高い評価をいただける企業を目指します。

フジテック・インドネシア
Managing Director
Yanto Widjaya

3 中小零細企業の参画
4

電子商取引（eコマース）やフィンテッ
クの活用
＊掲載している内容は取材当時のものです
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フジテックは国立競技場にエスカレータを納入しました。

提供：大成建設株式会社

世界の絶景
［表紙の写真］オランダ／キューケンホフ公園

表紙写真：高橋暁子／アフロ

製粉、製材などに使用されたオランダを象徴する風車の下で花々が咲き乱れる光景が美し
いキューケンホフ公園は、世界でも有数のフラワーパーク。園内の庭園や４つのパビリオンで
は、チューリップ、
ヒヤシンス、スイセン、蘭、バラ、カーネーション、
アイリス、ユリなど多数の種
類の花が展示されている。
アムステルダムからのアクセスも良く、700万本以上の花が咲き誇
る様子を見るために、毎年４～5月になると多くの観光客が訪れる。

USNET No.58（2020年6月30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。

