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文化芸術・アートを生かした  
まちづくり―創造都市とは？ 

創造都市（Creative City）とは、文
化芸術・アートの持つ創造性を生かし
て地域や産業を活性化しようという取
り組みである。

イギリスの都市計画家、チャール
ズ・ランドリーらが1995年に発表し
た理念とされる。その後、ユネスコ（国
際連合教育科学文化機関）が「文化の
多様性を保持するとともに、世界各地
の文化産業が潜在的に有している可能
性を、都市間の戦略的連携により最大
限に発揮させる枠組み」として、2004
年「創造都市ネットワーク」を創設。
現在では世界的な潮流となっている。
日本国内でも複数の都市が創造都市ネ
ットワークの認定を受けている。例え
ば、国内で創造都市の取り組みを先駆
的に推し進めているのが、神奈川県横
浜市。開港当時の西洋建築・近代建築
が徐々に姿を消していき、文化・経済
の両面で活力が失われていく状況を改
善し、都市の魅力を再び取り戻すべく、
市は創造都市の考え方に着目した。現

在も基本方針に「多様な主体がリード
する創造界隈の展開」「アーティスト・
クリエーターの育成・支援と次世代育
成」「創造的産業の振興」「まちにひろが
るトリエンナーレの実現」「創造都市横
浜の国内外への発信と交流」を掲げる
など、その取り組みを推進している。 

世界に通用する新たな芸術・文化が  
21世紀に生まれる!? 

近年こうして、都市圏を中心にアー
トとまちの関係性が見直されつつある。
ニッセイ基礎研究所で文化政策・創造
都市などを専門とする吉本光宏研究理
事は「とりわけ21世紀が芸術文化の
時代になる」と唱えている。 
「日本の超長期の人口史を見ると、

これまでに大きな人口推移、つまり人
口が増えたり減ったりの“波 ”が4回
ありました。なかでも私が注目してい
るのは、今でも世界に通用するような
日本独自の文化・芸術が誕生したのは、
いずれも人口が停滞・減少した時代だ
った、ということです。例えば、縄文
式土器・土偶（縄文時代後期）、『鳥獣
人物戯画』や能・狂言（平安時代後期）、

そして歌舞伎や浮世絵（江戸時代後
期）などは、いずれも人口の停滞・減
少期に誕生しています」 

現在の少子高齢化による人口減少は、
日本史上で4度目の人口減少期にあた
る。吉本氏はさらにこう続ける。 
「これはあくまで私の仮説ですが、

人類は文明の発達によって社会・経済
を成長させ、それが結果的に限られた
国土で生きられる人口の増加につなが
りました。しかし人口が停滞・減少期
を迎えると、経済の成長も限界を迎え、
社会が“成熟化 ”の方向に向かった。
そうした時代の大きな変化の中で、文
化・芸術が生まれ、それを人々が楽し
むようになったのではないでしょうか。
もしも歴史が繰り返されるとすれば、
第4波の真っ只中にある21世紀中に、
新しい文化・芸術が誕生し、アートの
価値が見直されても不思議ではありま
せん」

2000年代から盛り上がる 
芸術祭・アートプロジェクト

それでは、新たな文化・芸術、アー
トとは何なのか。その兆しとして吉本

氏が注目するのが「ビエンナーレ＊1」
「トリエンナーレ＊2」形式で開催される
芸術祭、そして各地で興るアートプロ
ジェクトの数々だ。 

アートとまちの関係を歴史的にひも
とくと、日本では、高度成長期から広
場や公園などの公共空間に彫刻作品が
設置されていたが、90年代初頭から、

それらとは一線を画するパブリックア
ートが台頭している。例えば東京では
ファーレ立川（94年～）、新宿アイラ
ンドタワー（95年～）、東京国際フォ
ーラム（97年～）などが代表例である。 

パブリックアートによる都市整備は
今も行われているが、他方では近年、
特に2000年代以降、芸術祭が各地で

急増している。ヨコハマトリエンナー
レなどの都市部で開催されるものだけ
でなく、新潟県の越

え ち

後
ご

妻
 つ ま り  

有アートトリ
エンナーレのように農山村地帯で開催

アートとまちの素敵な関係 
アートによるまちづくりが全国的に浸透しつつある。本特集では、ニッセイ基礎研究所で
文化政策・創造都市などを専門とする吉本光宏研究理事に、各地で進められているアート
によるまちづくりの事例について伺いながら、都市・まちとアートの関係について考察。
そのうえで実際のアーティストがまちづくりへいかに関わっているのか、アートプロジェ
クト実践者の活動を追っていきたい。

＊1：2年に一度開催
＊2：3年に一度開催
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今年のヨコハマトリエンナーレに合わせて、BankART1929が行ったプロジェクト「BankARTLIFE VI 
『都市への挿入』」。工事用の鉄製フェンスと単管パイプを使った巨大なオブジェは世界的に活躍する現代
美術家・川俣正の作品。設置されているのは、1929年に建設された旧第一銀行の建物で、2004年から
横浜市の創造都市政策の拠点の1つとして活用されている。隣接地には横浜市の新市庁舎が今春完成、
馬車道駅の構内にも同様の作品が設置されている。

©BankART1929



されるもの、さらに地域に根ざしたア
ートプロジェクトが増加傾向にある。
「都市や地域独自の芸術祭は、まち

の付加価値やブランド力を向上させる
だけでなく、特に過疎地域において大
きな経済効果を生み出します。複数の
島を舞台に3年に一度開催される『瀬戸
内国際芸術祭』が有名です。同イベン
トは離島にもかかわらず、世界から100
万人を超える来場者を集めています」 

さらに芸術祭やアートプロジェクト
から生み出される経済効果以上の成果
が、まちに生まれる“交流 ”だ。
「お年寄りの多いまちに、たくさん

のヨソ者・ワカ者が集まり、そこでの
交流から人とまちに活力が生まれる。
それもまた、近年行われているアート
×まちづくりの特長の１つと言えるか
もしれません」 

創造農村として成功した 
徳島県・神山町

例えば、徳島県の中山間部にある人

口約5,000人のまち・神山町。ここで
は、99年から「神山アーティスト・イ
ン・レジデンス」（KAIR）がスタート
した。アーティスト・イン・レジデン
スとは、よそから招聘したアーティス
トが、一定期間その土地に滞在しなが
ら作品の制作や公開、ワークショップ
などを行う活動のことだ。 

神山町は、このKAIRをきっかけに
「クリエイティブなまち」として全国に
知られるようになった。県が光ファイ
バー網を整備したことで、IT企業が
続々と神山町にサテライトオフィスを
構えるようになる。まちに魅力を感じ
た移住者も加速度的に増え、続々と新
しいビジネスも生まれている。 
「創造都市ならぬ“創造農村 ”とも呼

ばれている神山町は、地方創生の成功
例として世界中から注目されています。
その成功の原点がアートだったという
のはたいへん興味深いことです。神山
町では今もなお、観光による経済効果
に依存せず、あくまで新しい才能を集

めることに注力しています。“自由で
創造的な空気感 ”を漂わせてくれるア
ートは、クリエイティブな才能を集積
させるきっかけにもなるはずです」 

まちとアートに関わる 
ステークホルダーとの付き合い方 

神山町に限らず、芸術祭やアートプ
ロジェクトには、自治体・地域住民と
いったまちづくりの当事者のほか、アー
ティスト、ディレクター、キュレータ
ー、そしてボランティアなど外部から
参加するステークホルダーが存在する。 
「とりわけアーティストの存在は不

可欠。芸術祭やアートプロジェクトは、
彼らがこれまでに経験したことがない
環境下での制作体験になりますから、
作品表現の場としても大きなチャレン
ジになるでしょう。ただし、彼らは必
ずしも“まちづくり”そのものに興味
があるわけではありません。プロジェ
クトの運営においては、地域の文脈を
知る自治体・地元住民とのコミュニケ

ーションをベースに、そのまち、その
場所でしか成立しないアートを生み出
すことができれば、それがまちづくり
につながるのです」 

企業が協賛として関わることもある。
日本ではメセナ活動（芸術文化支援）が
世界的に見ても活発だ。メセナ活動の
基本方針を掲げる大手企業も数多い。 
「私自身も公益社団法人企業メセナ

協議会の理事を務めていますが、かつ
てのメセナ活動は直接的に芸術文化を
支援する色合いが強かった。近年では、
芸術文化を支援することで結果的に社
会をよりよくするSDGsやESG投資な
どが重要視される。そんな“社会のた
めのメセナ”に注力する企業が多いと
感じます。これからも幅広い波及効果
を生み出す芸術文化支援に期待をして
います」 

「関係人口」を増やす 
新たな手段になる

定住人口（移住者の数）や交流人口

（観光者の数）に替わる考え方に「関係
人口」がある。これは、地域や地域住
民と多様なかたちで関わる地域外の人
材・担い手の数（＝関係人口）を表す
指標のこと。高齢化や人口減少に悩む
地域の活性化に役立つものとして、総
務省も「これからの移住・交流施策の
あり方に関する検討会」で、関係人口
に着目した施策の重要性を説いた。

従来の日本のまちづくりといえば、
国内外から人を呼び集める定住人口・
交流人口促進の政策が多かった。しか
し、たとえそれら政策によって大勢の
人を集められたとしても、一過性の取
り組みに終わりがちである。特に現在
のコロナ禍で、観光産業は大きな打撃
を受けている。その点、関係人口は交
流人口のように一過性のものではなく、
継続的な関係が見込める。つまり、ア
ーティストや、キュレーターなど周辺
の人々が関わるアートによるまちづく
りは、単純に「人を集め、お金を落と
してもらい、まちを潤わせる」といっ

た従来型のまちづくりに替わる、新し
い手段となり得るものとして期待され
ているのだ。

吉本氏は最後に、これからのまちと
アートの関係性について次のように総
括する。
「まちづくり活動の本質は、そのま

ちに生涯骨を埋めて、自分のまちを良
くしようと考え、行動する人をどれく
らいつくれるかどうかが鍵。それさえ
達成できるならアート以外の手段でも
構いませんが、アートはもとより面白
いことを始めようとするクリエイティ
ブな人を惹きつけ、その土地で『何か
やってみよう！』と、人をその気にさ
せるような魅力をまとっています。ア
ートは、まちの飾り物では決してあり
ません。新型コロナウイルス感染症の
拡大による影響を考えるといくつかの
課題は残りますが、アートによるまち
づくりは、持続可能性に富んだ新しい
政策としてこれからますます注目され
ていくでしょう」
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ニッセイ基礎研究所 
研究理事 
吉本光宏氏 
1958年徳島県生まれ。早稲田大学大学院

（都市計画）修了後、社会工学研究所など
を経て89年よりニッセイ基礎研究所。14
年より現職（社会研究部芸術文化プロジェ
クト室長を兼務）。東京オペラシティや世
田谷パブリックシアター、いわき芸術交流
館アリオス等の文化施設開発、東京国際フ
ォーラムや電通新社屋のアートワーク計画
などのコンサルタントとして活躍するほか、
文化政策、文化施設の運営や評価、創造
都市、アートNPOなどに関する幅広い調
査研究に取り組む。公益財団法人東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会組織
委員会「文化・教育委員会」委員、公益社
団法人企業メセナ協議会理事など多数の
委員会委員、団体役員も務めている。

（写真左）瀬戸内国際芸術祭のメイン会場のひとつ香川県・直
島に設置された大竹伸朗の『直島銭湯「I♥湯」（アイラブユ）』。
元銭湯を作品に改修したもので、2009年７月から実際に銭湯
として営業されている。外国人観光客にも人気のスポットで、
利用者は毎年３～４万人、芸術祭の年には５万人を超えること
もある

（写真下）神山町の古民家を改修したサテライトオフィス。東
京恵比寿に本社のある映像コンテンツ企業・株式会社プラッ
トイーズのサテライトオフィスとして開設されたが、神山で
4K・5Kの映像を扱う、グループ会社を創業。その本社は神
山に置かれている
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①戸井田氏が第3回混流温泉文化祭として企画した「渚町5丁目4番地4F・5F・6F
（2016）」における石田真也氏の作品　②鳥取県主催の鳥取藝住祭「AIR475」
（2013）で戸井田氏が出典した作品：Blank　③鳥取県主催の鳥取藝住祭
「AIR475」（2013）で戸井田氏が出典した作品：Dusk　④新潟市主催の「水と土の
芸術祭」（2012）で戸井田氏が出典した作品：Roots

地域型アートイベントで感じた 
「地域×アート」への違和感

「Atelier＆ Hostel ナギサウラ」はア
ーティストのための“アトリエ兼ホス
テル”である。「築70年の割り箸屋だ
った建物をリノベーションし、2019
年9月にオープンしました」。そう話
すのは、ナギサウラで店主を務める戸
井田雄氏だ。

武蔵野美術大学・大学院で建築を学
んだ戸井田氏は、大学で教鞭を執る彫
刻家・土屋公雄氏のゼミで現代アート
に出会った。大学4年時には卒業制作

『断面』を制作。その経験から大学院
ではランドスケープを専攻し、2008
年に大学院を修了した。大学院を出た
後は教育系ベンチャー企業に就職。社
会人になってからも陰ながらアーティ
ストとしての作品制作は続けていた。
社会人2年目、友人らと応募した国際

展覧会コンペの選考に通過したのを契
機に会社を辞め、2010年にアーティ
ストとして独立した。

アーティストとしての専らの課題は、
作品制作の機会・場所を見つけること
だった。独立してすぐは作品制作の場
を「あいちトリエンナーレ」など、地
域型アートイベントに求めた。とはい
え、そのときの戸井田氏にはまだ「地
域」や「まちづくり」にさしたる興味・
関心はなく「むしろ『地域 ×アート』と
いった文脈には、どこか違和感のよう
なものを感じていた」という。
「地域 ×アートというお題目の聞こ

えはいいけど、地域型アートイベント
は本当に地域の役に立っているのだろ
うか。そんなことも考えていたほどで
したね」

違和感の正体を突き止めるきっかけ
は、2011年頃に訪れた。経済産業省
関東経済産業局「広域関東圏観光交流

ネットワーク形成事業委員会」で委員
長を務める、コミュニティー・プロデ
ューサーの岩崎徹氏との縁に恵まれ、
アートとまちの関係性が深いいくつか
の地域を視察した。その地域のひとつ
が静岡県熱海市だった。

当時、新潟・岩室温泉に拠点を移し
「水と土の芸術祭」などに参画してい
た戸井田氏。日本経済の低迷や団体旅
行需要の減少などの影響を受け、シャ
ッター通りや空き地の多かった熱海を
見て、こう感じた。
「純粋に1人のアーティストとして、

地域を拠点にアートの可能性を追求し
てみたい」

そして視察翌年の2012年、家族と
離れ新潟から熱海へ単身移住した。

熱海でアートプロジェクト立ち上げ 
アートを通じて「まちづくり」を行う

移住して間もなく、美術作家の友人

らと企画したのが「混流温泉文化祭」
だった。混流温泉文化祭とは、アート
が地域に貢献できる役割を模索するた
めのアートプロジェクト。戸井田氏は
そのコンセプトについて、次のように
説明する。
「いきなり“地方創生 ”とか“地域活

性 ”と言われるとアーティストの側も
尻込みしてしまう。地域の側もアーテ
ィストとの付き合い方がわかりません
から、まずは仮設的な“地域交流 ”の
場をつくってみようと考えました」

混流温泉文化祭はアートプロジェク
トとして2013年に始動した。翌年3
月8日～ 23日には、熱海市街地でア
ートイベントも開催されている。

イベントには、大分県・別府温泉と
新潟県・岩室温泉の若手アーティスト
を招

しょう
聘
へい

。「“地域と地域 ”“地域とアー
ト”の継続的な関係の構築」を目的と
した滞在制作・展示会、著名アーティ

ストが登壇するシンポジウムを企画し
た。イベントには延べ約1,200名が詰
めかけたという。

しかし、混流温泉文化祭はたった1
回きりのイベントとなってしまう。な
ぜイベントを継続させなかったのか。
理由は、独立後の戸井田氏が地域型ア
ートイベントに感じた“違和感 ”にも
通じていた。
「すべてがそうだとは言い切れませ

んが、多くの地域型アートイベントで
は地域とアーティストがうまく融合し
きれず、結果的にまちに何も還元され
ません。独立後の私自身がそうであっ
たように、アーティストは地域になか
なか愛着を持てないまま作品を制作し、
結果、最後までまちへの興味・関心を
持続できない。反対に地域の方もまち
での交流からアーティストの人間味を
気に入っても、アート作品自体には興
味を持てない。経営面でもアーティス

トにきちんと対価が回っていないケー
スもたびたびありました」

2014年に開催した混流温泉文化祭
では、これらの課題も解決していこう
と戸井田氏は尽力したが、「やはりイ
ベントだけでは継続的な発展に限界が
あった」。考えた末に導き出した“仮
説 ”は次のようなものだった。
「アートプロジェクトを本当に意味

あるかたちで継続させていくには『ア
ーティストが作品制作に専念でき、ス
キルアップも望める場所・環境』、あ
るいは『住まいはもちろん、仕事や雇
用にも困ることがない場所・環境』が
まちに備わっていることが先決なので
はないだろうか」

気がつけば戸井田氏がアートを通じ
て実現したいことは「まちづくり」そ
のものになっていた─。

1983年神奈川県横須賀市生まれ。子どもの頃に読んだ児
童文学作家・椋鳩十の動物文学をきっかけに建築に興味
を持ち、武蔵野美術大学建築学科へ進学。学部4年時に
所属したゼミで彫刻家・土屋公雄氏と出会い現代美術の
道へ。現代アーティストとして「地域」との関わりを持ち、
2016年には移住先でもある「熱海」を拠点としたアートプ
ロジェクト事業化実現のため「混流温泉株式会社」を設立。

混流温泉株式会社 代表取締役、現代アーティスト　戸井田 雄

地域とアートをつなげる
“地域交流”のつくりかた

アートとまちの素敵な関係とは何か。この問いに「アートとは
多様な価値観の提示である」「アートはまちの多様性の有無を
知らせてくれる」と答えるのは、現代アーティスト・戸井田雄氏
だ。戸井田氏は2012年に作品制作の場を求め静岡県熱海市
に移住。その後は当地においてアートプロジェクトを運営しな
がら、熱海のまちづくりに参画している。戸井田氏に現代アー
ティストとしてまちづくりに関わる、その思いについて伺った。

②

④

① ③



フジテックでの取り組み
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美しい都市機能に貢献する

2018年に開催された人材
育成プログラム「アーツプロ
ジェクトスクール@熱海」の
様子。11月23日から25日
の3日間にわたって行われ、
熱海市、熱海市教育委員会、
熱海市観光協会が後援した

「Atelier & Hostel ナ ギ サ ウラ 」は、Slow 
Creative Lab.をテーマに、シェア・アトリエとホ
ステルを主な用途とし、DIYやクリエイティブ、アー
トと街を緩やかに結ぶ場を目的にとしている

芸術性×地域性×事業性。 
ちょうどよいバランスを模索したい

熱海への単身移住から約8年。多く
の地域関係者・NPO法人との関係性
を築いた戸井田氏は、さまざまな切り
口から“地域交流 ”の場を創出するた
めの活動を仕掛けている。2016年に
は熱海で継続的な文化事業を展開する
ため、混流温泉株式会社を設立。アー
ティストが熱海に滞在しながら作品制
作を行える「Atelier＆ Hostel ナギサ
ウラ」も、まちとの交流から生まれた。
観光客を集める役割も見据えたものだ。

人 材 育 成 に も 乗 り 出 し て い る。
2018年にはNPO法人 atamista（アタ
ミスタ）が主催する人材育成プログラ
ム『アーツプロジェクトスクール＠熱
海』を混流温泉として共催。開校期間
は2018年10月 か ら2019年3月 で、
東 京 の ア ー ト セ ン タ ー『3331 Arts 

Chiyoda』統括ディレクター・中村政
人氏やコミュニティデザイナー・山崎
亮氏を招き、20名程度の生徒が熱海
でアートプロジェクトを実施すること
を想定した企画立案演習を行った。な
かには熱海への移住者も出て、アート
スクールの活動は今も継続中だ。
「株式会社 machimoriは熱海におけ

る空き家・空き店舗のリノベーション
やまちづくり、人材育成を主事業とす
る会社で、取締役を務めています。同
社代表の市来広一郎とは最初に熱海に
視察に訪れたときからの付き合い。移
住してきた頃に比べると、圧倒的に関
係する人の数が増えました」

多くの地方創生の取り組みでは、移
住・定住人口でも観光者の交流人口で
もない「関係人口」（p5参照）が注目さ
れているが、戸井田氏らによる「地域
×アート」の取り組みは、「関係人口の
獲得までには至っておらず、今はひた

すら“種 ”を蒔いている段階」だという。
「地域型アートイベントもよいので

すが、その後に文化的取り組みがまち
に残るような設計がなされていなけれ
ば意味がありません。私たちが目指し
ているのは、そのまちにずっとアート
がある状態です。その状態をつくるた
めには『芸術性 ×地域性 ×事業性』が
ちょうどよいバランスで保たれていな
ければならず、今は試行錯誤をしなが
らその土壌づくりを行っています。今
後も根気よく、まちと向き合いながら
活動の輪を拡げていきたいです」

最後に「アートとまちの素敵な関
係」について聞いてみた。
「アートはまちを彩りますが、与え

る影響はそれだけではありません。ア
ートの意義は『多様な価値観の提示』
です。たとえ、最初は価値観の違いか
ら人間関係にぶつかり合いが生じても、
それを見た者・関わった者の価値観が

変われば十分意味があるはずです。ア
メリカの作家であるカート・ヴォネガ
ットの『坑内カナリア芸術論』の考え
方を借りれば、アートとは坑内に有毒
ガスが溜まったことを知らせてくれる
カナリアのような存在。そう考えると、
アートがないまち、受け容れられない
まちは価値観が画一化し、多様性が弱
い状態にあると言えるのかもしれませ
ん。言い換えれば、アートがあるまちは、
多様性や表現の幅を理解する余裕があ
る、と言えるのではないでしょうか」

その一方で、アートが劇的にまちを
変えてくれるといった過度な期待は禁
物だとも指摘する。まちへの直接的な
貢献もあるが、制作の過程やアーティ
ストのその後の関わり方次第で、アー
トの持つ可能性は変わるというわけだ。

アートとまちの素敵な関係とは何か。
これからも、戸井田氏の果敢な挑戦は
続いていく。

「フジテックは、人と技術と商品を大切にして、新しい時代にふさわしい、美しい都市機能を、
世界の国々で、世界の人 と々ともに創ります」─これがフジテックの理念です。
その理念のもと、美しい都市機能に貢献できる、
それぞれの建築物に見合ったエレベータをご提供することを、当社では心掛けています。
ここでは、そのいくつかをご紹介します。

あかがねミュージアム（愛媛県新居浜市）
2019年に「にいはまSDGsアート・フェスティバル」を開催
した愛媛県新居浜市。同市の総合文化施設・美術館が「あ
かがねミュージアム」です。
外装は銅で覆われ、曲線を生かした施設内はホワイトを基
調に仕上げられ、柔らかい雰囲気が漂います。
エレベータ乗場はかまくらのような形状に加え、ランタン、
乗場ボタン、階表示を1枚のパネルで配置。ドア周りはシンプルに構成されており、
かご内もホワイトで、スタイリッシュな空間を演出しました。

ザ・スター・ 
パフォーミング・アーツ・ 
センター（シンガポール）
創造都市として知られるシンガ
ポール。そのシンガポールで初
めて5,000席を有する劇場を
設置したのが、複合商業施設

「ザ・スター・パフォーミング・
アーツ・センター」です。
建物内では、フジテックのエレ
ベータ、エスカレータ、動く歩
道が設置されており、創造都
市の名に恥じない奇抜な外観
を持つ同施設の利便性を高め
ています。



施 工 事 例

香港にそびえ立つ高級タワーマンション　

モントレー（中国／香港）
Outline
竣工：2019年7月　施主：Wheelock Properties (Hong Kong) Ltd.　設計：WCWP International Ltd.　
施工：Gammon Engineering & Construction Company Ltd.　エレベータ納入台数：13台　エスカレータ納入台数：3台

中禅寺湖畔に立つラグジュアリーリゾート

ザ・リッツ・カールトン日光（栃木県日光市)
Outline
開業：2020年7月　施主：東武鉄道株式会社　設計：株式会社日建設計　施工：東武建設株式会社　エレベータ納入台数：9台

USNET No.59    1110    USNET No.59



USNET No.59    1312    USNET No.59

利用者・管理者の皆さまに向けたお願い

非接触ボタンを中心とした新生活様式対応商品の開発

感染防止のためには、「3つの密（密閉・密集・密接）を避ける」「換気をよくする」「会話を控える」ことなどが求められます。フジテックでは、エ
レベータやエスカレータの利用者に、離れて乗ることや、利用中は会話を避けるといったことを注意喚起できるようにポスターを制作。ホーム
ページより、ダウンロードしてご利用いただけます。

クリーンにエレベータを利用いただ
くための機能として、数年前から開
発を続けてきた「非接触ボタン」。今
年4月にモデルチェンジした標準型
エレベータ「エクシオール」の有償
付加仕様として提供を開始いたしま
した。以降、感染症対策として多くの
お問い合わせをいただいています。

高層の建物へも導入可能に
そこで、プッシュ式のボタンにセンサ
ーを内蔵した「プッシュ式ボタン一
体型」を開発しました。これにより停
止フロア数の多い高層の建物へも導
入が可能になりました。
また、非接触ボタンは既設のエレベ
ータ向けにも展開を進めています。
公衆衛生の意識が高まるなか、非接
触ボタンをはじめとしたクリーンな
機能の提供を通じて、新しい生活様
式に寄り添った、新しい“安全・安
心”のご提供に努めてまいります。

かご内の浮遊ウイルス
の作用を抑制するプラ
ズマクラスターイオン
発生装置。既設のエレ
ベータに追加設置が
可能です。

2020年11月に販売開始したのが
「ハンドレール除菌装置」。エスカ
レータ内部に装着したLEDが紫外
線（UV）を照射することで、ハンド
レールに付着した菌を減らすこと
ができます。URL  https://www.fujitec.co.jp/announcement/5885

Action !

Action !

非接触ボタンとは？
赤外線ビーム式のセンサーに手をかざすことで
エレベータの操作ができる機能です。乗場の上
下ボタンとかご内の行き先階ボタンにセンサー
を設置します。センサーは赤外線ビームの反射
を検知する仕組みです。従来のエレベータの操
作性をそのままに非接触に対応した機能で、簡
単に操作できる点が特徴です。また、誤動作防
止機能など、エレベータの利用シーンを考慮し
た商品となっています。

「プッシュ式ボタン一体型」の非接触ボタンはボタンに指をかざして
操作します

紹介動画

標 準 型エレベータ
「エクシオール」では、
かご内の混雑状況を
乗場インジケーター
に5段階で表示する
ことで、事前に把握
できる「混雑度表示」
を標準装備しました。

混雑度表示のイメージ図

混雑度を5 段階で表示
空

混雑

ハンドレール

除菌装置

紫外線（UV）

密を避けたエレベータ、エスカレータの利用

非接触ボタン

「プラズマクラスターイオン」発生装置「イオンフル」

素材に抗菌性樹脂を練
り込んでおり、細菌の増
殖を抑制。塗装したもの
と比較して耐久性に優
れ、劣化などで剥がれ
る心配もありません。

抗菌ボタン ハンドレール除菌装置

混雑度表示

プッシュ式ボタン

タッチレス
センサー

エレベータ・エスカレータの
感染症予防対策

新型コロナウイルス感染症の拡大により、これまでより徹底した感染症予防対策が求められています。
フジテックでは、感染症の拡大防止策として、 エレベータ・エスカレータの“安全・安心”な利用を最優先に考え、
活動を継続しております。その対策の一部をご紹介します。

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



1854（嘉永7）年の日米和親条約、1858（安政5）年の日米修好通商条約が調印されたことで、横浜港
が開港します。当時の横浜はまだ農村で、村民は漁業と農業で生計を立てている場所だったとされていま
す。その後、横浜村は開港と同時に発展しはじめ、外国貿易の要衝として大きな役割を担うようになりま
す。特に日本初の鉄道敷設やガス会社の起業といったインフラ整備事業などを経て、横浜の近代化に大き
く貢献したのが高島嘉右衛門です。

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 4 回 神奈川・高島嘉
か

右
え

衛門
も ん

「横浜の父」と呼ばれ、
横浜の発展に尽力

令
維 新
和

神奈川県横浜市中区常盤町５-67
「明治100年」を期に1967年に開館された、洋風でラグジュア
リーな歴史あるレストラン。伝統的なフランス料理を供する場所
は、高島嘉右衛門家の旧跡にあたる。館内は、ステンドグラスや
古い照明器具といった明治期を想起させる内装に彩られている。

1 馬車道十番館

日本ガス事業発祥の地と 
復刻されたガス灯
神奈川県横浜市中区花咲町3-86
1870年（明治３）年に、県庁からガ
ス灯の建設協力を頼まれて「日本社
中」を結成し、神奈川県庁付近およ
び大江橋から馬車道・本町通りまで
の間にガス灯十数基を設置。横浜市
立本町小学校前のガス灯は、日本に
おける最初のガス事業発祥の地とし
て記念碑とともに残されている。「日
本社中」は現在の「東京ガス」となっ
ており、嘉右衛門が始めた事業は今
でも形を変えて継続している。

4 ガス灯

神奈川県横浜市神奈川区高島台３
高島嘉右衛門が晩年に住んだとされる別邸跡地。現在は
公園となっており、園内には高島嘉右衛門の功績を顕彰
する「望欣台の碑」が建つ。この碑は1877（明治10）年
に建立されたとされるもので、横浜市の地域史跡にも認
定されている。高島邸には政界から多くの人が訪れ、進
むべき道や将来を易（占術）で示してきたが、「占い」は「売
らない」とも読めるため、易による金銭は受け取らなかっ
たという。

2 高島山公園

神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店地下 1階
文明開化の象徴とされ、横浜に点在するガス灯の模様をあしらった菓子。
1550年頃にカステラとともに伝来し、甘さ控えめのクリームを厚みのあるビ
スケットで挟み、サクサクした食感を演出している。横浜土産の定番とされ、

「ヨコハマ・グッズ横濱001」にも選出されている。

3 ビスカウト

5 横浜開港資料館
神奈川県横浜市中区日本大通３
日米和親条約が締結された場所に建つ同館は、高島嘉右衛門の遺族から
資料を寄託されている。高島台の土地・建物関係資料、各所図解易書な
どの関係する資料を有する他、横浜開港に関するさまざまな資料を揃え、
その発展の歴史を広く知ることができる。

横浜駅

神奈川駅

横浜港

桜木町駅

関内駅

平沼橋駅

1

2

4

3

5

文化財となっているガス灯は、フラン
ス人技師の協力を得て建設された

望欣台の碑のある公園から、横浜の街を一望することができる

時の旅人〜今回の案内人〜

偉人の
美食

世
に
さ
き
ん
じ
て

事
を
企
て
る
こ
と
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そ

本
懐
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り

�

高
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門
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高島嘉右衛門
1832（天保３）年～ 1914（大正３）年
明治初期に横浜港の埋め立て事業、ガス会社の
設立などを通じて横浜の発展に寄与した「横浜の
父」。また、易（占術）でも秀でた才覚を持ってい
た。幼少の頃、身の回りで奇異な現象が起こって
いた際に易を行い、大火が起こると予想。大量の
木材を買い占めた数日後に安政の大地震が起こり、
巨額の富を手に入れた。その後、横浜のインフラ
を整備する傍ら、自身の行動や名のある政治家の
将来などを易にて占っていたという。

横浜は「海」「中華街」をメインに「臨港エリ
ア」などを連想させ、お洒落な近郊観光地
という印象があり、経済的にも活気がある
街です。現在の横浜駅界隈の商業中心地
である「高島町」が高島嘉右衛門ゆかりの
地で、彼が横浜の近代化に尽力したことは
初めて知りました。
本年夏に、横浜支店は横浜駅直結のオフ
ィスビルに移転しました。オフィスからは、
建設ラッシュが続く「横浜みなとみらい21
地区」と「横浜ベイブリッジ」が一望できま
す。私たちも先人に負けないよう、新しい
まちづくりの一翼を担うべく、業務に誇り
を持ち、所員一丸となって高品質な業務を
継続していく所存です。

フジテック株式会社
横浜支店長
上野平 俊也

横浜支店が入る
JR横浜タワー



プリトヴィッツェ湖群国立公園は、広大な森の中にある階段状に並

んだ大小16の湖と、92の滝が美しい景観をつくり出している。公園

内では電気自動車や電動ボートが使われるなど、環境に配慮した

移動手段を講じ、さまざまなハイキングコースを用意。春は新緑や

花々、夏は深い緑、秋は紅葉、冬は雪と氷に彩られ、１年を通じて四

季折々の絶景を楽しめるため、散策によって心身ともにリフレッシュ

ができる。また、透明度が高く鮮やかなコバルトブルーの湖の周辺に

は、多様な生き物が生息しているため、ハイキング中に出合うことも

あるという。

表紙写真：アフロ

［表紙の写真］ 
クロアチア／プリトヴィッツェ湖群国立公園
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