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ファシリティマネジメント概論
国際標準としてのFMモデルの重要性

日本オフィス学会会長 日本ファシリティマネジメント協会理事
株式会社松岡総合研究所代表取締役

松岡

利昌

（まつおか としあき）
「公式ガイド ファシリティマネジメント」2018 年日本経済新聞出版社、
「第四
の経営基盤」2015 年 JFMA、
「オフィスビル 2030」2014 年白揚社等多数。

■■■ ファシリティマネジメントの誕生と広がり

（人 ）
」
「Process（仕事のしかた）
」の3 つのPを経営目的の達
成に向かって総合的に調整し、活かすためのマネジメントであ

1980 年ファシリティマネジャーの 職 能 確 立とFM 普及・

る（図１参照 ）。この3 つのPで構成されるFMの概念は、米

認 知 の た め の 組 織 としてIFMA（ International Facility

国 IFMAが提唱するものだが、現在では、この3PにICTを加

Management Association：国際ファシリティマネジメント協会）

えた考え方が一般的である。とういうのも、ファシリティがBuilt

が設立された。現在、IFMAは、104か国に会員約 2万4千人

Environmentという建築空間から、ICT 支援によるワークプレイ

（ 2017年時点 ）を有するグローバル組織に発展しており、この

ス
（ Workplace）
という広い概念になってきたからである。

IFMA 設立の1980 年が FM 元年といわれている。FMの考え
方や手法は、経済的環境やテクノロジーの発展を背景に絶えず
変化し、成長しており、現時点でも刻々、変貌しつつある。さら
に2013 年IFMAは、10万人超の会員を有する不動産関連組
織、英国王立チャータード・サベイヤーズ協会（ RICS）
と提携を
結んでいる。
1987年に米国に学んだ日本では、いち早くFMの導入に取り
組み同年11月、日本ファシリティマネジメント推進協会（ JFMA
、現公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会）
が発足した。
その後、日本の企業組織に適応した日本的 FMモデルを構築し、
教科書を編纂。1997年には FM 推進連絡協議会で資格制度
を開始した。
一方、欧州では1993 年に英国の王立建築家協会が支援
し、英国 FM 協会（ BIFM: The British Institute of Facility
Management）が発足した。BIFMの設立を皮切りに、ドイツ、

図１ ３P＋ICTの概念

1980 年代、日本の経済成長期では、物理的環境としてセン
ターオフィスと呼ばれる都心の事務所ビルに出勤することが、働

フランス、オランダ、オーストリア等欧州の国々が FM 協会を設立。

き方の主流だった。しかし、近年、ICTの進展により「いつでも、

欧州全体にFMの概念が広がっていく。また、EuroFMネット

どこでも」働けるようになり、場所（ワークプレイス）を選ぶこと

ワークは、EU各国を中心に、日本を含めFMアンバサダー（大

ができるようになった。これが「オフィス」から「ワークプレイス」

使）
を25カ国に設置、世界人脈を構築している。

への変化である。近年、ワークプレイスは、さらに仕事に合わせ

■■■ ファシリティマネジメントのコンセプトと
ワークプレイス
米国で生まれたFMのコンセプトは、
「Place（場 ）
」
「People

て業務効率が上がる最適の場所を選択できるような働き方へ
と進展している。これがABW（ Activity Based Working ）と
呼ばれる、多様なワークプレイスの活用法である。在宅勤務、サ
テライトオフィス、コワーキングスペース、モバイルオフィスなど、多
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様性をもつワークプレイスが、ワークスタイルの変革を加速して

Facility Management Service（ IFMサービス）
”と呼ばれてお

いる。

り、Microsoft やシティバンク、P＆Gなどの欧米のグローバル企

■■■ 多様な FM の存在
米国で生まれたFMのコンセプトは、欧州に伝わり各国で独

業が戦略的に活用している。

■■■ ISO41000 シリーズ（ ISO FM）

自に発展を遂げる。例えば、英国では、不動産利活用の側面

このような多様なFMビジネスの進展とグローバルな市場規

が強く、プロパティマネジメントとして、賃貸借スペースの管理運

模の拡大から、FMを世界共通の国際標準モデルとして統一す

用モデルとしてFMが発展してきた。この背景として、定期借地

ることが必要だと考えられるようになった（図 2 参照 ）
。特に、欧

権契約が約 25 年と長期契約になっているため、転貸を含めた

州では、2000 年頃からすでに英国規格協会（ BSI ）を中心に

オフィス管理の商習慣があると考えられる。一方、北欧では、地

欧州におけるFM 概念の標準化 (EN15221)に取り組んできた。

球環境対応が重要な課題であり、森林資源から木材を活用し
たワークプレイス構築に関心がありエコシステムを重視する。
オランダでは、ホスピタリティマネジメントとして、FMのサー
ビス面に焦点が当たっており、病院やホテルのFMサービス
の仕組みが進んでいる。またドイツでは、CAFMやIWMS
（ Integrated Workplace Management System ）
、BIM＋FMと
いった統合型 FMシステム開発が進んでいる。建築技術と共に、
ビル管理情報の仕組みが特徴である。
欧州では、こうした各国の様々なFMの取り組みを、国を超え
て業務が実施できるように標準化すること目指すようになった。
この動きを加速化させたのが、FMアウトソーシングビジネスの成
長である。

■■■ FM アウトソーシングビジネスの拡大
1990 年代、英国の行政組織の民営化にともない、公的企業
のファシリティマネジメントサービス事業が始まる。いわゆる、FM
アウトソーシングビジネスが、これ以降急速に成長を遂げる。同

図 2 英国標準から欧州標準、そして国際標準規格へ

そして、2012 年19 ヵ国の同意のもと、ドイツのベルリンで初
のFM 国際標準化のための国際会議が始まった。これが ISO
TC267ファシリティマネジメント国際専門委員会である。
欧州のFM 標準は、その後、参加国の国際会議を通じて、

時に、欧州では大学のFMコースが次々と設置され、学士、修

PDCAを骨子としたFMソーシング戦略（外部委託方針）
として

士課程が発足し、FM人材育成が始まる。

のモデル化が進められる。それが以下の二つである。

FMのアウトソーシングビジネスは、企業組織がコアビジネスに
集中するために、単一業務のアウトタスキング
（例えば、清掃業

① IS041011ファシリティマネジメント用語集
(Facility Management – Vocabulary)

務だけを外部委託する方法）
から、戦略的なアウトソーシング
（清

② IS041012 戦略的業務委託と合意書作成の手引き

掃、警備、設備管理、ケータリングなど総合的に外部委託する）

(Facility Management – Guidance on strategic

に発展した。さらに、発注主のFM 戦略・計画まで支援するこ

sourcing and the development of agreements)

とになる。そのメリットは次の通りである。

これらは、2017年 4月1日に国際規格として正式に発行され

①同一レベルの管理品質の維持及び品質向上（SLA&KPI）

た。また、このISO41011及び、ISO41012というガイダンスをも

②管理要員及び管理業務費用等の縮減によるコスト効果

とに、認証規格としてのISO41001が構築され、2018 年 4月に

③グローバル企業の一元管理による業務の効率化

は最終審議を経て国際規格として発行された。日本でもすで

これまで、グローバル市場でビジネスを展開してきたため、煩
雑でコスト高だったFMの運営維持業務を世界同一品質で、一
元的に計画案まで含めて委託できることで、グローバルFMビ
ジネスが一気に広がった。同時にFMサービスを提供するサプ
ライヤーも増加した。このビジネスモデルの最大の特徴は、
「仕

にISOFM 規格を取得した企業が出始めている。

■■■ 日本の FMモデル─
『公式ガイド ファシリティマネジメント』
このような世界の動きの中で、日本では2018 年1月25日『公

様発注」ではなく、品質評価に重きを置いた「性能発注」で

式ガイド ファシリティマネジメント』
（日経新聞出版社 ）が発刊さ

ある。この統 合型のグローバルFMサービスは“ Integrated

れた。ファシリティマネジメントが日本に紹介されて早30 年が経
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過した。日本経済はさまざまな局面を乗り越えながら発展を遂
げてきた。FMもまた同様に、ファシリティ
（施設とその環境 ）
を
最適化し、経営戦略に活かす経営理論として幅広く認識され
浸透し進化してきた。

図４ FMの標準業務サイクル

FMの目標を設定し実現していく必要がある。そこで重要なのが、
目標管理のしくみとしてのFM 標準業務サイクルである。
FMの標準業務は大別して、
「FM 戦略・計画 Plan」
、
「プロ
図３ 『公式ガイド ファシリティマネジメント』

本書は、そのような経緯の中、最初に発行された1994 年の
『ファシリティマネジメント･ガイドブック』
（日刊工業新聞社）
から、
2003 年の『総解説ファシリティマネジメント』
（日本経済新聞社）
、
そして2009 年の『総解説ファシリティマネジメント追補版』
（日
本経済新聞出版社 ）
、2015 年の『第四の経営基盤』
（ JFMA ）
の基本的概念を踏襲しながらも、さらにISO の国際標準化の
流れを取り込みながら、発刊された最新のFMの公式ガイドで
ある。
米国 IFMAをはじめ、海外には数々のFM 関連団体が存在
する。しかし、関連団体が公式に発刊するFMの概念や業務
体系をまとめた包括的な案内となる書籍は存在しない。その意
味で本書は、FM の業務体系を解説した貴重な文献である。

■■■ 国際標準に準拠─ PDCAサイクルモデル
本公式ガイドの最大の特徴は、ISO41000シリーズのFM 国
際標準に準拠している点である。つまり、ISOFMを日本語で学
ぶことができる。また、先進のテクノロジー用語や働き方改革に
みるキーワードなどが網羅されている。
FMの目的は、人、組織、社会に貢献することを通じて、出資
者、経営者、従業員、顧客に次の成果をもたらすことである。利
用者が創造性を発揮できる快適かつ機能的な環境づくりと継
続的なその提供をおこない、顧客満足を高め業績に貢献する。
さらには、組織の理念の具現化及び経営目標の達成を施設面
で支援し、経営資源としてのファシリティの有効活用と効率化を
図る。また、社会への貢献として、地域と調和し、環境保全を
尊重するとともに、災害に強い健全な社会資産を形成し、社会
的責任を果たすことも含まれる。そこで、FMを担当するファシリ
ティマネジャーは、FMの目的を具現化していくために、定量的な

ジェクト管 理 ／ 運営維 持 Do」
、
「評 価 Check」
、
「改善Act」の
PDCAと、これらの業務を遂行する核として「統括マネジメント」
の5つから構成される（図 4 参照 ）
。FMは、経営戦略および中
期経営計画と連係して、能動的にこれらの業務を実行する経
営活動である。特に、このサイクルを回すための経営者のリー
ダーシップについても明記している点が特徴である。

■■■ 働き方改革とFM の重要性
日本は、2020 年の東京オリンピック、2025 年の大阪万博と
景気を押し上げるイベントに大きな期待が寄せられている。一
方では、少子高齢化や外国人労働者を含めたダイバーシティへ
の取り組み、大量に保有する不動産建物の老朽化など深刻な
課題も多い。特に、国全体としては生産性が上がっていないこ
とが重要な課題で、働き方改革を実施することでこれを改善し
ていこうと取り組んでいる。
FMは、これらの課題をファシリティ
（施設とその環境 ）から、
働く場としてのワークプレイスへ改善していくことのできるモデ
ルを提供してくれる。また、これに関連してエネルギー環境や
LCMに対する対策も示される。また、日本特有の自然災害に
対するBCPやBCMについてもFMの守備範囲である。ファシ
リティマネジメントは、これらのあらゆる課題に向き合い、解決策
を練るためのマネジメントモデルであり、日本の知的生産性をあ
げるための切り札といえる。
参考文献
1）
『総解説ファシリティマネジメント』日本経済新聞出版社 2003 年
2）
『総 解 説ファシリティマネジメント追 補 版』日本 経 済 新聞出版社
2009 年
3）
『第四の経営基盤』JFMA2015 年
4）
『公式ガイド ファシリティマネジメント』日本経済新聞出版社
2018 年
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健康経営とワークプレイス
～FMが実現する人と経営の
幸福な関係～
日本郵政株式会社 不動産プロジェクト推進部長 （公）
日本ファシリティマネジメント協会調査研究委員長

似内

志朗

（にたない しろう ）
1958 年生。1984 年早稲田大学建築学科、
1990 年ロンドン大学
（UCL）
バートレット大学院修了。郵政省・日本郵政グループにおいて、建築設計・ファ
シリティマネジメント導入・ユニバーサルデザイン導入・ゼロエネルギー建築・新規事業開発・不動産開発事業
（JPタワー等）
を担当。
（公）
日本ファシリティ
マネジメント協会において、調査研究委員長・ユニバーサルデザイン研究部会長、健康経営タスクフォース。一級建築士・認定ファシリティマネジャー。

健康経営のベネフィット
この数年、働き方改革への官民挙げた取り組みとともに、健康経営に対する
世の中の関心が急速に高まってきた。健康経営は「経営資源としての社員の健
康」への投資による経営貢献が目的とされる。一般に、企業経営上のメリットは
価値向上の連鎖として、次のように整理される。
アブセンティズム
（疾病などによる欠勤）削減／プレゼンティズム
（健康問
題による生産性低下 ）削減／医療費企業負担削減／生産性向上／創造
性向上／働きやすく社員を大事にする企業イメージ向上／有能人材の獲
得（リクルーティング）／業績向上／企業価値向上
健康経営の推進における国、特に経済産業省の役割は大きく、東証と共同し、
業種ごとに健康経営銘柄を選定、
また健康経営優良法人（ホワイト500）
の選定
など、健康経営推進を先導してきた。またFM関連では、健康経営オフィス普及
啓発委員会へ健康経営オフィスの効果モデル策定を委託し、オフィス環境づくり
から従業員の健康保持・増進、仕事のパフォーマンス向上等を研究してきた。

図１ 健康経営銘柄とホワイト500

健康経営の投資対効果はあるか
健康経営の投資対効果については、いくつかの研究・実証がなされてきた。
ジョンソン&ジョンソングループによる社員11.4万人、世界250 社を対象とした投
資効果試算では、投資（人件費、システム費、設備費（診療施設・フィットネス）
、
保健指導等利用費等）
に対し、生産性向上（アブセンティズム、プレゼンティズム
の最小化）
、医療費削減（疾病手当、長期的医療費）
、モチベーション
（ロイヤリ
ティ）
、
リクルート効果（就職ランキング）
、企業イメージ向上（ブランド価値、株価へ
の影響 ）
などへの投資対効果は約3倍（ニューズウィーク誌 2011掲載 ）
とされた。
また、
「従業員の健康維持に１ドル使うと、病欠日数減少、高い生産性、医療経
費減少で約３ドル節約できる」
という2010 Health Affairs Worksite Wellness
Study、またCBREによる算出「WELLオフィスROIモデル」では、3 年間で初
期投資の360％を回収できるとしている。また経済産業省作成データによれば、
2005 年を起点とした株価の変動を比較すると、健康経営銘柄に選定された企
業はTOPIX平均よりも株式総額（企業価値 ）
を大きく伸ばしたとされている。
投資対効果が3倍以上となれば、投資対象に困っている企業にとっては、自
社の「社員の健康」
への投資という宝の山が、足元に眠っていたということである。
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ＦＭと健康経営の接点
FMテキスト「第四の経営基盤」
に書かれたように、すべての企業は「事業（ビ
ジネス）
」
と「経営基盤」
により成り立っている。そして、経営資源（ヒト・モノ・カネ・
情報 ）
を受け持つ経営基盤（人事・FM・財務・IT）
という構造の中で、健康経営
（ヒト）
と施設経営（ファシリティ）
は、事業を支える基盤という同じ立ち位置にある。
FMは、
「企業・団体等が保有または使用する全施設資産およびそれらの利用
環境を戦略的視点から総合的かつ戦略的視点から総合的かつ包括的に企画、
管理、活用する経営活動」
、一方、健康経営は、
「企業・団体等が使用する社員ま
たは職員の健康や就業環境を戦略的視点から総合的かつ包括的に企画、管
理、活用する経営活動」
である。FMも人（健康）
も経営基盤。FMと健康経営
は経営基盤強化という同じ目的を持つ。
「人の時代」
あるいは「アイディアの時代」
といわれるように、企業や組織の価値の源泉は「人」
である。
「場」
は「人」
の生
産性に大きく影響を
与えることは周知の
事 実である。FMの
視点から見れば、健
康経営導入は「場」
を介して、生産性向
上・創造性向上に大
きな影響を与えるの
である。
図２ FMと健康経営

健康経営の構造
JFMAでは2016 年度下期から、
「社会に役立つFM」
として発足したタスクチー
ムのひとつ「健康経営タスクチーム」
で、実質的にはJFMA調査研究委員会の
ユニバーサルデザイン研究部会とオフィス・ワークプレイスの知的生産性研究部会
メンバーを主に議論を行ってきた。その中で、先述の「経営・人・社会の３つの視
点」
に基づく健康経営に関する様々な要素の構造化（関係性の明確化）
を試み
た。その目的は、健康経営、企業価値、FM、
ウェルビーイング、WELL、
ワークプ
レイスにおける生産性など、
それぞれに論ぜられる事項の関係性を顕在化するこ
とである。途上であるが、今後の展開のベースとして紹介する。
・環境要因（場）
：外的環境がワーカー（人 ）
に影響を与える。そして、
ワークプレイ
スの選択肢・柔軟性が、
ワーカーの自律的働き方を可能とする。施設・家具・
空気・水・光・快適さ・食を挙げた。
・人間要因（人 ）
：ワーカー（人 ）
の内的環境づくり。自律的・柔軟なワークスタイル
が、健康、
そして生産性・創造性につながる。ここでは、人事制度・健康管理・
働き方・人間関係・自律感・運動・瞑想（マインドフルネス）
を挙げた。
・ウェルビーイング
（個人の幸福・健康 ）
：ワーカー（人 ）
の幸福・健康なくして生
産性向上、創造性発揮は難しい。これを支えるのが、人間要因、環境要因、社
会要因であり、相互に関係を持っている。

特 集 「ファシリティマネジメント」

健康経営とワークプレイス ～FMが実現する人と経営の幸福な関係～

ワーカー
（人）
が健康経営を支える。しかし「人」
という媒体はブラックボックスだ。
ウェルビーイングの各要素が、人間要素・環境要素の2つが、経営・人・社会の３
つに対して影響を別個に与えるという関係性の方が明快かもしれないが、今後の
課題としたい。
「マイナスを減らす」
では、プレゼンティズム↓、アブセンティズム↓、医
療保険企業負担↓。
「プラスを増やす」
では、生産性・創造性↑、有能人材獲得↑、
企業イメージ向上↑。この2つが企業価値を決める要素になる。これに加えて、企
業価値に間接的に影響する「社会」
については、医療・介護保険税負担↓、国民
ＱＯＬ
（生活の質）
↑、労働力供給↑を挙げた。企業価値を決定づける4つの要
素として、収益・コスト・リスク・成長を挙げた。企業価値は定性的に、
「
（収益－コス
ト）／（リスク－成長 ）
」
で表わされる。健康経
営の各要素との関連
づけは、比較的容易と
思われるが、今後の課
題としたい。これに加
え、
「社会」を含めた企
業と社会の長期的価
値 創出まで踏み込め
れば、
と考えている。
図３ 健康経営の構造

ウェルビーイングと社会の視点
健康経営は、
「経営資源としてのワーカー（人 ）
」
への投資であり、
「経営の視点」
に重きがある。その明快さが、義務（コスト）
である健康管理を超えた「投資」
とし
ての健康経営の魅力でもあるが、経営への貢献をアウトプットと、
「ワーカー（人 ）
」
へのインプット
（投資）
との関数的関係を考えると、
「人」
の領域に踏み込まざるを
得ない。
「ワーカー（人 ）
」
はアウトプットを出すマシンではなく、身体的・心理的、短
期的・長期的、様々な要素が影響を与える。身体的要因・精神的要因・社会的
要因から成る「ウェルビーイング
（幸福感）
」
がポイントとなる。
そして、
「社会の視点」
を加えたい。健康経営は経営とワーカー（人 ）
の関係だ
けではなく「社会」
、
「経営」
「人」
が互いに影響を与える。医療・介護保険税負担、
国民ＱＯＬ
（生活の質）
、労働
力供給といった、健康経営が
もたらす社会のメリット
（社会
的共通資本）
が、長期的に経
営や人へのメリットとして還元
される。経営・人・社会の３つ
の視点を、健康経営時代の
建築・ワークプレイスの在り方
のベースと考えたい。
図４ 都市・建築・ワークプレイス

環境と健康
次世代ビルの要件として、
「健康」
と「環境」
がセットで求められる。時代の価値
観は確実に変わりつつある。ミレニアル世代の台頭、金融の非財務指標の重視、
人の環境と健康重視の潮流が、
ワークプレイス・建築・都市の在り方を大きく変
えていくだろうことが予見される。グローバルには、企業経営者や投資家が、
ESG
（環境・社会・ガバナンス）
に代表されるような非経済的要素を重視し始めている。
現時点での短期的な儲けよりも、
これから将来にわたる超長期的な価値の発現
に力点を置き始めており、
日本でもGPIFが2015 年に国連責任投資原則
（PRI）
に署名し、ESG 投資の推進の追い風となっている。そしてESG 投資の目指す
価値観と、グローバルな環境建築認証基準であるLEEDや健康建築認証であ
るWELLの方向性はよく一致しており、
またグーグル、
アップルなどの巨大企業も
同様の価値観を持っており、LEED・WELL認証取得に意欲的である。
健康経営への関心の高まりはかつての地球環境保全への意識の高まりを思
い起こさせるものだ。
「環境」
の場合、例えば二酸化炭素排出が地球環境を脅か
し、それが間接的に社会や企業に悪影響を与えることになる。しかし経済活動
にとって短期的には環境の負荷を与える方がはるかに楽な道であり、公害や地
球温暖化などの問題が顕在化するまでは放置されてきた。それ故に、現在のよ

うな地球環境保全の取り組みに至るまでに相当の時間を要した。つまり、
「環境」
が科学的な因果関係を証明し、各企業・各人の行動に結びつける「ルール」
が
必要であったのに対して、
「健康」
は、企業が社員の健康に「投資」
することで、社
員の欠勤や不健康による労働生産性の低下を防止し、社員が健康的に働ける
という良いイメージ・評
判を世間に与え、人材
確保にも寄与し、それ
が業績向上・企業価
値向上に結びつくと
いうビジネス上の「直
接的なベネフィット」
が
あるとすれば、注目さ
図５ 地球環境と健康経営
れないわけはない。

WELL 認証
健康経営とファシリティマネジメントの関係を考えるとき、すでにグローバルな
健康建築のスタンダードとして存在感を増しているウェル標準 (Well Building
Standard)を外して考えるわけにはいかない。働く人の健康や幸せ(well-being)
に配慮したワークプレイスを目標とするウェル標準は、
7分野
（空気 (air)、水 (water)、
食物（nourish）
、光 (light)、運動 (fitness)、快適性(comfort)、瞑想 (mind)）
、102
項目(うち必達41項目)から構成され、シルバー・ゴールド・プラチナの3レベルの
ウェル認証（Well Certifications）
で格付けされる。環境・社会・ガバナンス
を重視し投資するESG 投資の拡大も、
「わかりやすいビル投資基準」
としての
ウェル標準の追い風になると思われる。ウェル標準はIWBI（ International
WELL Building Institute）が運営、ウェル認証はLEED同様 GBCI（ The
Green Business Certification Inc.）
が行っている。また前述のように、
ウェル標
準による投資対効果（ ROI）
も具体的に提示されていることもあり、
「社員の健康
への投資」
である健康経営とも相性が良い。環境性能認証とは異なり、健康経
営がウェル認証による投資対効果の数値化が、企業の関心を惹きつける。健康
経営が注目されている日本において、有力な健康建築の指標が見当たらない中
で、特にESG 投資など金融の後押しが期待できる状況からも、グローバルにウェ
ル認証が広がっていくと思われる。

まとめ
この数年、JFMA健康経営タスクフォースにおいて、健康経営をテーマにして
シンポジウムなどを行ってきた。企業・官庁等での実践者、研究者、政策立案者、
建築家、サプライヤーなどの方々からお話をいただき、タスクチームとディスカッショ
ンなどを行ってきた。今年2019 年中に、
これまでの活動と講演等をまとめた「健
康経営とワークプレイス～ファシリティマネジメントが実現する人と経営の幸福な関
係」
を発刊予定である。最後に、今後の健康経営の行く先を考える上で、特に重
要と思われるポイントを挙げたい。
●社員の健康への投資の投資対効果のエビデンスがいくつかの研究で明らか
になりつつある。企業のメリットの大きさが認知されはじめている。
●「人」
と「場」
の良い相互関係が、心身の健康、生産性向上、創造性発揮につ
ながる。
●健康経営（ウェルビーイング）
の視点は、ABW（activity based working ）
とと
もに、
ワークスタイルを変えるキーコンセプトとなりうる。
●政府の働き方改革が、健康経営推進の後押しをしている。
●健康経営は社会への好影響（社会的共通資本の増大等）
が期待される。
●「経営」視点に加え、
「人」主体のウェルビーイングの視点、社会の視点が、不
可欠と思われる。
●次世代ビルの要件として、
「健康」
と「環境」
がセットとして求められる。
●生産性向上、創造性向上の鍵は「人」
のウェルビーイング
（ハピネス）
であること
が明らかになりつつある。
●近年の企業の非財務情報（ ESG 情報 ）
に対する投資家の関心の高まり等
を踏まえると、わかりやすい健康経営のアウトカム指標（KPI）
の必要性が高
まってくる。
●ウェル認証（Well Building Standard）
が、グローバルに認知されはじめており、
建物・ワークプレイスの評価基準として定着すると思われる。
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グローバル化する
ファシリティマネジメント
─企業力を高めるＦＭの ISOを知る─

公益社団法人

成田

日本ファシリティマネジメント協会

一郎

専務理事

( なりた いちろう )
大成建設株式会社、技術開発部、ＦＭ推進部などを経て、
2011年、社団法人日本ファシリティマネジメント協会常務理事兼事務局長、2016 年より現職。

はじめに
ファシリティマネジメント
（以下ＦＭ）を、私たちは第四の経営基
盤と呼ぶ。一般に、人・金・情報・もの（ファシリティ）
を経営資源
と呼び、これらを適切にマネジメントし経営基盤とすることが必要
であるが、日本の経営者は、人・金・情報をマネジメント対象と考え
ているが、もの（ファシリティ）
も同様にマネジメント対象と考え、戦
略的にマネジメントしている例は少ない。国や地方公共団体につ
いても、人事と予算には注力するが、ファシリティについては、イン
フラも含め莫大な施設資産を保有しているにもかかわらず、最近ま
で十分マネジメントしているとはいえなかった。
2014 年 4月に総務省より全国の地方公共団体に、
「公共施設
等総合管理計画」を2017年 3月までの3 年間でまとめるよう策定
要請がされたが、これは地方公共団体の建物やインフラを正確に
把握し、その修繕更新費と人口減少の中で財源確保の予測をす
ることで、まさに地方公共団体にＦＭを実践することを進言したも
のである。これらにより官民ともに、ＦＭへの関心が高まりＦＭ実
践の第一歩が踏み出したといえる。
一方、ＦＭを実践するための手引書・教科書として「総解説ファ
シリティマネジメント」
（ＦＭ推進連絡協議会編、日本経済新聞社
発行）があったが、2018 年1月に大改訂をし、
「公式ガイドファシリ
ティマネジメント」として発行、認定ファシリティマネジャー資格試験
の教科書としても使用されている。これらは今回の主題であるＦ
ＭのISO41001の思想を随所に反映し、整合性が取れており、Ｆ
Ｍを実践する上での手引書ともいえる。

ＦＭの目的は、適正な施設管理を行うことだけでなく、人・組織・
社会を幸福（ Happiness）へと導くものである。そのためには、人
間を中心にハード・ソフト両面からのアプローチが必要であり、ＦＭ
の手法や技術的センスだけでなく、経営的センス、ホスピタリティ的
センスが要求される。

FMのISO 発行までの経緯とISO41000シリーズ
ＦＭは米国が発祥であるが、近年はグローバルに展開されてお
り、ＦＭのISOの提案は、2012 年に英国規格協会から行われた。
弊協会は日本の審議団体として当初より参加し、2013 年 9月には、
日本で国際大会を開催した。
当初は、ＦＭ業務の委託契約関連の内容が議論されたが、その
後、日本側の提案もあり、マネジメントシステムとしてさらに議論され
た。その結果、
2017年 4月に
「ISO41011：FM 用語集」
と
「ISO41012：
戦略的業務委託と合意書作成に対するガイダンス」
が発行された。
ISO41011は、ISO41000シリーズに使用される用語を収集・整
理したものである。
ISO41012は、ファシリティサービスや製品の調達に関する手順
書である。これは認証規格ではない。
さらに、
「ISO41001：FM-マネジメントシステム－要求事項と利用の
ための手引き」
が、2018 年 4月に認証規格として発行された。これ
は、ＦＭのマネジメントシステム規格であり、認証規格である。本規格

ディマンド組織
ＦＭで支援されるコア事業戦略

ＦＭの目的
ＦＭは、いわゆる施設管理ではない。30 数年前に日本にＦＭが
米国より導入された時、一部でファシリティマネジメントを施設管
理と訳されたことが誤解を生んでいる。ファシリティは、自然環境
(natural environment ）
に対して、もの系をさし、built environment
である。ＦＭは、
「戦略・計画」→「プロジェクト管理・運営維持」
→「評価」→「改善」
とＰＤＣＡを回し、統括的にマネジメントするこ
とである。これらのサイクルを通してマネジメントすることは基本的
にＩＳＯでも同様で、建設後の施設管理のみをさすのではない。
「公式ガイドファシリティマネジメント」では、ＦＭを、
「企業、団体
等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、
活用する経営活動」
と定義している。
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ＦＭ戦略
ＦＭ方針

１０．
改善

改善

６．計画策定

ACT
９．パフォーマンス
評価

測定 CHECK

４．
組織の状況
５．
リーダーシップ

PLAN ＦＭ計画

７．支援

DO
実行
８．
運用

（ＦＭ）
組織
図 1 ＦＭのプロセスアプローチ手法

＊ISO 41001：2018の0.2項の図１より引用

特 集 「ファシリティマネジメント」

グローバル化するファシリティマネジメント
の認証を受けるには、認証機関の審査に合格しなければならない。
弊協会では普及のための各種セミナーの開催、ユーザーズガイド
（第1版）2018 年版「ISO41001 ファシリティマネジメント－マネジメ
ントシステム－要求事項」の発行などを行っている。また、JIS化へ
の作業も予定している。

ISO41001 の構成
ISO41001は、マネジメントシステムと共通基本構造であるHLS
（ High Level Structure）
により構成されている。HLSとは、ISO
マネジメントシステム規格（ MSS）間の整合性を確保するために定
められたもので、各 MSS（ ISO9001品質マネジメントシステムなど)
は、同様な共通構造で構成されている。
その基本構造を表1に示す。これらのマネジメント規格では、何
を（ What ）すべきかを記載されているが、どのように（ How）すべ
きかは記載されていない。つまりどのようにするかは、それぞれの
組織に任されているのである。
また、表1の基本構造の、4．組織の状況、5．リーダーシップ、
6．計画策定、7．支援、8．運用、9．パフォーマンス評価、10．改
善については、図1のＦＭの標準業務サイクル
（ PDCA ）の流れに
従って行われる。このPDCAサイクルを回すことで、継続的改善
を図ることができる。
表１ ISO41001 の構造
０．序章
２．引用規格
３．用語と定義

５．リーダーシップ

６．計画策定

７．支援

組織とその状況の理解

4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1

利害関係者のニーズと期待の理解
ＦＭシステムの適用範囲の決定
ＦＭシステム
リーダーシップとコミットメント
方針
組織の役割、責任と権限
ＦＭシステムのための「リスクと機会」に
対処する活動
ＦＭ目標とそれを達成するための計画策定

6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

資源
力量
認識
コミュニケーション
文書化した情報

7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4

一般
作成と更新
文書化した情報の管理
ＦＭ情報とデータに関する要求事項

組織の知識

7.6
8.1
8.2
8.3
９．パフォーマンス評価 9.1
9.2

運用計画と管理

８．運用

利害関係者との調整
サービスの統合
監査、測定、分析と評価
内部監査

9.2.1 監査目的
9.2.2 監査方法
10．改善

付属書

時代の変化と共にISOも進化している。かつてのISOは、書類
主義的で手間も費用もかかりすぐに効果が見えないなどの指摘も
あった。2015 年に変更され、文書化要求の減少や規格中心的な
考え方から組織経営中心的になり、FMを実践するのに適し、まさ
に経営に役立つISOになっている。
今回のFMのISO41000シリーズの考え方のポイントを以下にま
とめる。
①経営の効率化やコアビジネスを支援することが明記されており、
従来の機能の一部分を規格化したISOと異なり、ビジネスの成
功を目的としたISO 規格である。
②グローバルな競争環境で持続可能で生き残ることを目標とし、プ
ロセスは計画段階を重視したPDCAサイクルで構成されている。
③統合されたFMサービスを要求している。これはISO41012の要
求事項にも通じており、ソーシング戦略として、いかに効率的に調
達を行うか、あるいは FMサービスを提供するかについての検討
を要求している。
④緊急事態の対応を重視している。昨今の自然災害の多発やテ
ロなどを背景に、事業継続と緊急事態に備えることを要求してお
り、非定型業務（緊急事態）
への監視を行うことがマネジメントレ
ビューで要求されている。まさしく世界の現状を反映している。
⑤情報管理やICTの活用を重視している。

企業力を高める手段として活用を

１．適用範囲

４．組織の状況

新しい ISO の考え方

9.3
10.1
10.2
10.3

マネジメントレビュー
不適合と是正処置
継続的改善
予防処置

規格の適用時に参考とする

FMを実践しISOの規格認証を取得することは、それ自体が目
的ではなく、企業力を高めることが目的である。企業力を高め、企
業の持続性を可能にするために有効なFMを、効果的に進めるた
めの身近な手段としてISOを活用していただきたい。
日本人は、誠実で信頼性があり、教育や技術レベルも高く、○○
ファシリティーズ等の子会社が質の高いサービスを提供しているの
が現状である。しかしグローバル化する中で、これらの仕組みがい
つまでも通用するか疑問である。外国人労働者が増加し、親会社
も子会社との信頼関係をいつまでも保持するとは限らない。それ
ぞれが、いい意味での緊張感を保つこともグローバル化時代には
必要である。FM 事業を海外で展開するからISOを取得するので
はなく、グローバル化した社会の中で、グローバルスタンダードの内
容程度は理解して、FMに取り組んでいくという姿勢でありたい。

おわりに
ＦＭの教科書「公式ガイドファシリティマネジメント」
とISO41001
の基本的な内容は連動して整合性がとれていることは「はじめに」
で述べた。個人として「公式ガイドファシリティマネジメント」
でＦＭを
学び、認定ファシリティマネジャーになり、組織としてISO41001を実
践することにより、組織内トップのリーダシップのもと、効果的なＦＭ
が実践でき、企業力向上に役立つと確信している。FMのISOは、
品質や環境のように一部門のマネジメントシステムではなく、本業の
経営と直接リンクしたマネジメントシステムであることも経営に寄与す
るポイントである。マネジメントシステムで重要なことは、継続的改善
である。マネジメントサイクルPDCAを回し、日本人が特に苦手な、C
（Check：内部監査など）
やA(Act：改善 )を実施し、まさにスパイラル
アップすることが望まれている。
FMの目的は、人・組織・社会を幸福へと導くことである。そのた
めの有効な手段としてISOを活用いただけたら幸いである。
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FM のための
BIM ガイドライン
JFMA BIM・FM 研究部会長

猪里

孝司

大阪大学招へい教授

大成建設株式会社

設計本部

設計企画部

企画推進室長

（いざと たかし ）
1986 年大阪大学大学院工学研究科環境工学専攻修士課程修了、同年大成建設株式会社入社。
入社以来、CAD、CG、BIMに関する技術開発と運用に従事。

はじめに

員会の「第 16 回建築 CAD・BIM 利用実態調査報告」では、設
計段階のBIM 利用について、規模の大きな設計組織を中心に、

筆 者 が 部 会 長 を つとめ るJFMAのBIM・FM 研 究 部 会
は、2012 年 9月 に 発 足 しJFMA 版「BIM・FMガ イドライン」

BIM 活用が進んでいることが示されていた。施工段階のBIM 利
用については、2016 年 8月に公開された「施工 BIMのスタイル事

の策定と新たなビジネスモデルの構築を目標に活動している。

例集 2016」
にさまざまな事例が紹介されており、活用が進んでいる

BIM(Building Information Modeling)は建築のライフサイクルに

ことが分かる。

わたって建物情報を活用しようという考え方とその手法のことであ

2015 年10月に、施設に関わる業界全体で共有できるBIM ラ

る。建築の設計および施工の段階で作成されるBIMモデルの特

イブラリーを構築すべく「BIMライブラリーコンソーシアム」が設立

徴は、3 次元の形状情報とさまざまな属性情報を含んでいることで

された。このライブラリーが整備されれば、形状情報とともに建

ある。2009 年がわが国におけるBIM 元年といわれているが、近年

築材料や設備機器等の諸元やその他さまざまな情報が共有され、

は生産性向上の手法のひとつとして注目されている。建築をつく

BIMモデルとともに供給されるようになる。設計や施工の段階で

り出す（設計段階・施工段階 ）
でのBIM 活用はどんどん進んでい

BIMライブラリーから情報を入手することで、FMで必要となる情

る。一方、建築を利用する段階では、ようやくBIMへの関心が高

報をBIMモデルに組み込んでおくことに手間がかからなくなる。

まってきたところで、FMでのBIM 利用が進んでいるとはいえない。

2017年 5月には、次世代公共建築研究会IFC/BIM 部会、
（一

当部会では 2015 年 4月に「ファシリティマネジャーのための

社 ）buildingSMART Japan、(一財）建築保全センターによる「主

BIM 活用ガイドブック」を発行し、FM分野でのBIM 認知度を高

として建築設計者のためのBIMガイド」が発行された。このBIM

めたと自負している。研究部会発足当初は「ガイドライン」の策定

ガイドは、国内外のBIMの活用事例が紹介されているだけでなく、

を目指したものの、FM 関係者

BIMを活用し情報を共有しようとする際に必ず課題となるLOD

のBIMへの関心が低く、FM

やBIM 実行計画書について分かりやすく説明されている。

でのBIM 活用事例もほとんど

図１ ファシリティマネジャーのための
BIM活用ガイドブック

2018 年 8月には、国土交通省が BIMガイドラインの改定版を発

なくガイドラインを作成できる

行した。これは 2014 年に発行されたガイドラインの改定版として

状況ではなかった。まず施設

として定められたもので、
「官庁営繕事業の円滑かつ効率的な実

の運用、FMに関わる人たち

施、品質の確保及び生産性の向上に資すること」を目的としてい

に“ BIM ”という考え方、単語

る。施設の運用段階で利用する情報の受渡しについても、対象と

そのものを広めることから始め

なる情報の内容と詳細が示されている。

る必要があると考えガイドブッ

これまで個々の企業や組織が自らの業務の生産性や品質を向

クを発行した。ガイドブック発

上させるためにBIMに取り組み、成果を上げできた。現在は、各

行から3 年余りが経過し、ここ

所でBIM 利用が進み、BIMライブラリーの整備やガイドラインの

にきてFM 関係者の中でBIM

発行など建築の生産段階での企業間・組織間にわたる情報共有

に対する期待が高まってきた

基盤が整いつつある。しかし、建築のライフサイクルにわたって建

ように感じている。

物情報を活用しようというBIM 本来の考え方からすると、まだまだ

BIMを取り巻く状況

緒についたばかりであることが分かる。建築の運用段階で利用さ
れてこそ、BIMが本来の力を発揮することができる。

FMとBIM の関係

建築の設計段階、施工段階では、BIM 利用が着実に進んで
いる。2017年2月に発表された日本建築学会情報システム技術委
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FMには建築の情報が不可欠である。設備機器に関連する情

特 集 「ファシリティマネジメント」

FMのためのBIMガイドライン

報を例にとると、ライフサイクルコストや施設の機能維持の観点
からは、設備機器の更新時期は大きな課題である。水道光熱費
の管理や環境への負荷の観点からは、常に適切な運転が求めら

➡合意しておくべきこと
・BIMモデルに含まれている項目

れる。突発的な故障への迅速な対応は、施設の利用者へのサー

・BIMモデルの詳細度

ビスに直結する。このように長期・中期・短期の施設の機能維

・BIMモデル作成に必要で維持管理者が提供すべき情報

持や資産価値の維持に、設備機器の情報が大きく関わっている

・BIMモデル引渡しの時期と方法

ことが分かる。

・費用負担

多岐にわたるFM 業務の中で BIMモデルによる情報が活用で
きると思われる分野はそれほど多くない。ガイドラインでは、BIM
モデルを活用できると考えられるFM 業務ごとに、そのために必
要な情報やBIMモデルの仕様、プロセスなどを具体的に示した
いと考えている。
➡ BIMモデルを活用できるFM業務
●

中・長期修繕更新計画
正確な数量や仕様に基づいた費用算定や計画案の作成、計
画案の説明と合意形成のための利用

図２ 更新時期を示すBIMモデル

現状は、施設の運用や維持管理に必要な情報のほとんどを、

●

専用部分と共用部分の区分け、賃貸面積の管理、利用用途

FMに携わる者が作成している。竣工時にBIMモデルを受け取

による区分、工事区分、防火区画など空間をさまざまな観点か

り、運用や維持管理で必要な情報を取出しFMシステムの初期

ら管理するための利用

入力値としたり、BIMモデルとFMシステムとを連携させたりする
ことで、施設の運用や維持管理を効率的、効果的に行えるように

●

突発的な故障への対応
故障原因の究明、影響範囲の確認、修理計画の策定などで

なる。

の利用。複数の図面やリストを参照しなければ正確な情報を

また、建築の情報は図面、リスト、帳票で表現されている。し

入手できず対応に時間がかかっていたことが、BIMモデルを

かし、情報を活用するという観点からすると、紙媒体のアナログ情

利用することで迅速に対応可能となる

報であれコンピュータ化されたデジタル情報であれ、図面やリスト
には下記に示すような問題がある。BIMモデルは、このような図

区画、面積の管理

●

履歴の管理

面・リスト類の問題点を解消してくれる。施設の運用や維持管理

台帳で管理されている工事や修繕の記録と3 次元的な位置

を適切に行うためには、図面やリスト類よりもBIMモデルによる

情報を連携させ統合的に管理することで、管理を効率化、高

情報の方が適しているといえる。

度化するための利用
●

➡図面・リストの問題点
・複数の図面やリストを見ないと必要な情報を得ることが出来

台帳の元データとしての利用
台帳で管理の初期データをBIMモデルから提供することで
効率化するための利用

ない
・情報の関連性の表現が難しい
・図面間で情報の不整合が生じる蓋然性が高い
・図面から情報を読み取るには、訓練が必要である

さいごに
BIMによる建築のデジタル情報は、FMを効率化するだけで
なく、あらたな価値を生む可能性を秘めている。さまざまなシス

FM で BIM を活用するためのガイドライン
FMは情報を基にした活動であり、BIMとの親和性が高い。
建築生産の段階で BIM 利用が進んでいるので、FM で利用でき
るBIMモデルを無理なく受け取れる環境が整いつつある。欠け
ているは BIMモデルを作成する側と受け取る側、双方の共通認
識に基づいたプロセスと情報受渡しについての合意である。
JFMAのBIM・FM 研究部会では、BIMモデルを作成する側
と受け取る側の共通認識を育て、双方の合意の手助けとなるよう
なガイドラインを作成中である。

テムと建築のデジタル情報を連携させるとで、新たなサービスや
情報提供が可能となり、利用者の利便性が向上する。現在作成
中のFMのためのBIMガイドラインにより、FM でのBIM 活用が
進み、建築および FM 双方にあらたな価値が生まれることを期
待している。
参考文献
1）第16 回建築 CAD・BIM 利用実態調査報告 BIM の日シンポジウム
2017 資料集 2017
2 ）猪里孝司他：BIM・FM 連携の効果検証 日本建築学会大会学術講
演会梗概集 2013
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行動可視化 ～建物における
人の行動把握と安全快適性を
高めるシミュレーション～
鹿島建設株式会社

田中

建築設計本部

重良

品質技術管理統括・環境性能 Gr グループリーダー

（たなか しげよし）
建築計画およびファシリティマネジメントに関連する技術開発に取り組んでいる。
建築プロジェクトにおいてはオフィス・ワークプレイスを中心にユーザーニーズから設計条件を纏める
プログラミング業務を担当。

都市への人口集積と安全快適性
都市への人口集積が進む中で、オフィスビル、商業施設、ハウ
ジングなどの建物施設は益々大型化・高層化するとともに、駅な
どの都市インフラとのネットワーク化が進み、機能・用途が複合化
している。そこでは、従来の建物施設計画で想定されてきた利用
者行動を超え、多様な人の行動が複雑に絡み合う状況や、それ
によって生じ得る混雑等の緩和、更には人が集うことによるメリッ
トを活かす新しい想定が必要となっている。本稿では、都市を安
全快適にするための建物施設のプランニングおよびマネジメントの
ツールの一つとして「行動可視化」の技術を紹介したい。

行動可視化
ファシリティマネジメントの計画・プロジェクト管理フェイズで行わ
れる建物利用者の行動の想定として、例えば、オフィスワーカーの
一日を考えてみると、朝の出勤から帰宅までの間に、様々な場所を
種々の目的のために移動し、人の流れの中に身を置き、対面ある
いは非対面でコミュニケーションを取りながら過ごしている。これ

図1 行動可視化の検討ステップ

デリング、建物空間の中で人を動かすシミュレーションの３つのス
テップで構成し、繰り返し検討によって最適解を探る【図1】。各
ステップでＩＴを駆使し、データのインプット／アウトプットを迅速に
行い、検討の根拠を分かりやすく伝える仕組みとしている。各ス
テップの主な特徴は以下の通りである。
・モニタリング：レーザーセンサを用いて不特定多数の人の動きや
流れを継続的に計測しデータ化することが可能【図 2】。特定の人
や集団を把握する場合【図 3】は、無線 ICタグや携帯端末による
位置検知システムの活用も考えられる。

らが多数集積した行動群と建物施設環境との関係を定量的に把
握し、人の流れや滞留を予測することを、ここでは「行動可視化」
と呼ぶ。様々な人の属性を定義できるマルチエージェントシミュレー
ションを用いることによって、建物施設（ハード）
と多様な人の行動
（ソフト）
とを双方向経時的に検討することができ、個別検討では
見つからないような課題の発見や計画精度の向上に役立てること
ができる。
この考え方を用いて、建物施設の種類を問わず、様々な人の行

図 2 レーザーセンサによる人の動きの計測と行動軌跡図

動を捉えなおし、空間のあり方を検討すると同時に、空間がどのよ
うな人の行動を誘発するかを検討し、人の自然な行動に即した計
画を行っていく。

人の行動を起点としたＰＤＣＡサイクル
行動可視化の技術は、人の実際の行動を計測・把握するモニ
タリング、人の動きと建物空間について属性や機能を定義するモ
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図 3 コミュニケーションスペースの利用状況のモニタリング

特 集 「ファシリティマネジメント」

行動可視化 ～建物における人の行動把握と安全快適性を高めるシミュレーション～

・モデリング：属性ごとの行動の特徴（例えば年齢による歩行速

との動線のつながりを併せた検討により最適化を図る。ピーク／

度の違いなど）を既往の知見やモニタリングデータから定義。建

オフピークの乖離度合いや駅などの公共空間との接続性を含め

物空間はCADデータを直接的に活用可能【図 4】。

た検討が重要である。
②劇場からの退出・避難計画【図 6】

図 4 出入口や交差点における人の動きや滞留の状況を再現

・シミュレーション：建物空間の形状や人と人の位置関係によって、
（人の動きの起点と終点を定義するだけでは得られない）様々な人
の流れ・動き方を再現することが可能。
アウトプットは動画等で可視化することによって、検証結果を共

図 6 劇場ホール部からの避難安全性能の検証

有するシステムである。ファシリティマネジメントの観点からは、こ

防災計画・避難安全性能は建物計画の根幹であるが、経験

の３つのステップを建物施設のライフサイクルに適用することが考

的な感覚を持ちえない難しさがあるため、マルチエージェントシミュ

えられ、経年による人の利用行動の変化や建物施設の改変等を

レーションが有効性を発揮する。限られた出入口付近での多人数

データでフォローすることで、持続的改善の指針が得られ、PDC

集中や非常時の集団歩行速度などの検討が重要である。避難訓

Ａ管理サイクルにも活用できる。

練の支援ツールとしても活用されている。
③コミュニケーションを活性化するオフィス計画【図 7 】

活用事例
建物施設計画における行動可視化技術の活用事例は、
①日常的な状況における不特定多数の人の滞留を予測し、適切
なスペースサイズの計画や混雑緩和や解消に向けた運用マネ
ジメントを導くもの
②イベント時や非常時における建物からの一斉退出や避難行動
を予測し、安全確保のためのスペースや動線の確保を導くもの
③特定の人や組織が使用する場所について、そこで行われる様々
な活動を想定し、配置やつながり方の最適解を導くもの
などに大別できる。プロジェクトごとの目標やサービス水準に応じ

図 7 オフィスワーカーのソーシャルネットワーク密度変化

た評価指標を採用し、プランの比較評価や費用対効果の試算な

オフィス計画において、部署配置や座席レイアウトの違いによる

ど広範な活用が可能である。以下に①～③の例を挙げ、活用の

コミュニケーション頻度への影響予測にも活用できる。人や組織

ポイントを示す。

の関係度について目指すべきネットワークと評価指標を設定し、建

①大型複合施設のＥＶホールの規模・動線計画【図 5】

物施設への空間形状と人・組織の配置パターンを変数として評価
する。人・組織の関係度という不可視の事象を「見える化」する試
みである。

まとめ
大型化・複合化する都市の建物施設の計画およびマネジメント
ツールとして行動可視化技術を紹介した。
今後も都市への人の集積は続き、安全性の確保はもちろん、
人の自然な行動や振る舞いに即応するような利便性・快適性
図 5 ＥＶホール・エスカレータの混雑シミュレーション

オフィスビルの出勤時やランチタイムのエレベータホールは、数千
人規模の移動が集中する場所であり、店舗フロア等の共用空間

への希求は高まっていくであろう。一方、データアナリシスや
シミュレーションなどのデジタル技術は日進月歩であり、それ
に伴って行動可視化技術も進化させることができ、更なる高度
利用が可能になると考えられる。
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ＦＭの理念を活かした
「アオーレ長岡」の
建設と運営
元長岡市長

森

筑波大学客員教授

民生

（もり たみお）
1949年、
新潟県長岡市生まれ。1972年、
東京大学工学部建築学科卒業。1975年建設省に入省。1999年に長
岡市長に就任
（以降５期）
。2009年、
全国市長会会長に就任
（以降４期）
し、
中央教育審議会委員、
地方制度調
査会委員等を歴任。2016年に退任し、
現在、
筑波大学客員教授、
近畿大学客員教授等を務める。

はじめに

業務のワンストップサービスの検討を市内部で進め、市民に迷惑
をかけない体制案を作成した。

「アオーレ長岡」は、企画、設計、施工管理、維持管理まで一貫
したマネージメントで実現した。また、建築物は完成後の適切な管
理と運営により日々成長するという理念に基づき、維持管理体制

（2）
まちづくり交付金の導入、まち交大賞の受賞
平成17年、中心市街地地区の都市再生整備計画を作成し、
「市民協働型シティホール」という概念を盛り込んだ。この計画が

を重視した。いわば、日本的なFMサイクルに沿った事業として成

高い評価を得て、平成19 年のまち交大賞「国土交通大臣賞」に

功したプロジェクトである。

選ばれた。

第１章 プロジェクトの企画段階

（ 3 ）市民協働センターの設置を含む建築計画の確立

１．中心市街地活性化の政策目的の明確化

この流れの中で、市民活動をサポートする組織「市民協働セン

多くの市民は、中心市街地の活性化を「商店街の活性化」では
なく「市民の誇り」の問題として捉えていた。
「長岡駅前が寂れて

ター」の設置を決めた。
以上により、建築設計コンペティションを実施するための長岡市

いると市全体の活気がないと受け取られてみっともない」
という感

としての「プロジェクト企画」が確定した。

覚である。そこで、市長として、
「市民の誇りのための活性化」を政

第 2 章 設計段階

策目的とした。その結果、市役所のまちなか回帰を契機として市

1．建築設計コンペの実施

民協働の拠点を創造する「アオーレ長岡プロジェクト」が始動した。
２．
「市役所のまちなか回帰」を模索した際の政策課題

平成19 年 5月、第1回「長岡市厚生会館地区整備設計コンペ
ティション審査委員会（槇文彦委員長 ）
」
を開催し実施要領・計画

決断をした背景には様々な政策課題があった。例えば、旧庁舎

方針を公表した。

の耐震改修の必要があったこと、合併による庁舎のスペース不足

平 成19 年 9月

等である。それらの中で、
「市民協働の拠点の創出」が市民ニーズ

までに67件の

に合致する大切な課題だと判断した。

応 募があり11

３．建築計画の確立

月の長岡市長

（1）
中心市街地構造改革会議等の成果

選を 経 て、同

平成15 年に、規制概念を超えて新しい価値を創造するという

月29日に隈研

意味を込め、
「長岡市中心市街地構造改革会議」
を組織し検討を
依頼した。そして、平成19 年に、
“中心市街地に市役所機能を分
散 配 置 すべ

第 3 章 施工段階
施工段階では、工事費との関係で設計変更を随時行った。特

の 提 言を得

に、駐車場の台数を半減するという大幅な見直しを行ったが、そ

た。

の際、街中の既存駐車場の活用策等を検討し、削減が可能と判
断した。このように、施工段階でも、常に設計内容の再検討を

所機能の分

行った。

散配置による

第 4 章 維持管理段階

市民サービス
の低下を避け
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選定した。

きである”と

一方、市役

図1 市役所機能の分散配置の状況

吾氏の提案を
図 2 アオーレ長岡の複合機能をつなぐ「ナカドマ」

るため、窓口

1．使いながら日々成長・進化する建築物を目指して
（1）市民組織による運営
建築物は完成後の適切な管理と運営により日々成長するとい

特 集 「ファシリティマネジメント」

ＦＭの理念を活かした「アオーレ長岡」の建設と運営

（ 4）市民の

う認識のもとに、使用料の低額化、利用時間の拡大、制約を最

評価

小限にした運用などの基本方針を定め、
「市民交流ネットワークア

平 成 24 年

オーレ」
という市民組織に運営を委託した。
施設の維持管理や警備・清掃等の業務は行政が行い、市民ス

に長 岡 市が

ペースの運営については市民組織が担うという、市民と行政の協

行 った 市 民

働による運営体制が実現した。

意 識 調 査に

2．アオーレ長岡の完成後の実績

よ れ ば、
「長

（1）利用実績

岡のイメージ

オープン以来 6 年間、下表のように年間120万人から130万人
の市民が訪れている。
表1 来場者数の推移（長岡市）

図 4 民間事業者主催（アイススケートショー）

が良くなった」
が第一 位で
あった。この

単位：万人

結果は、中心

年度

H24

H25

H26

H27

H28

H29

市役所窓口

22.4

22.0

22.7

23.9

23.5

22.1

市民協働
センター

21.5

20.7

24.2

19.6

19.7

19.0

る「市民の誇
りを取り戻す

視察者

1.5

6.8

5.6

6.1

6.2

4.9

イベント等

106.6

78.9

89.3

88.4

96.1

88.5

合計

152.0

128.4

141.8

138.0

145.5

134.5

イベントの内容は、民間主催によるものが90%前後に達してい

市 街 地の活
性 化におけ

ための賑わい
の創造」とい
図 5 市民手作り（高校生長岡ラーメン選手権）

う当初の政策
目的が市民に

る。何よりも、市民自らの企画によるイベントが多いことが最大の

理解されたも

成果といえよう。また、保育園児の遠足や小学生による勉強成果

のと考えられ

の発表会等の市民の自発的利用が生じたことは何よりも嬉しい成

る。

果である。
表 2 イベント種別ごとの利用件数（長岡市）
年度

単位：件

H24

H25

H28

H29

行政主催

134
(28%)

82
(16%)

66
(10%)

97
(15%)

民間主催

343
(72%)

423
(84%)

596
(90%)

557
(85%)

事業者主催

22

23

31

26

市民手作り

250

253

418

362

自発的利用

18

34

21

35

式典・大会

53

113

126

134

477

505

662

654

イベント数

内訳

合計

図 6 自発的利用（保育園児の遠足）

図 7 店舗数の増加（長岡市）

図 3 行政主催（成人式）

（2）
中心市街地への影響
（ 3 ）建築学会賞等の受賞
建築学会賞、都市計画学会賞、ＢＣＳ賞その他の賞を受賞した。

図 8 来場者へのアンケート結果（平成 24 年長岡市）
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築100年を目指すビン
テージビル「冷泉荘」
に
おけるFMの取り組み
株式会社スペース R デザイン 学術担当

梶原

あき

（かじわら あき）
1989 年福岡市生まれ。2012 年九州大学工学部建築学科を
卒業し、同大学院人間環境学府へ進学しコミュニティ計画学の
研究室に所属。沖縄の外人住宅や山村のフィールドワークを中
心とした研究に取り組む。2014 年より同社に入社。研究で養
われた本質を探る視点を活かし、結果の分析・情報媒体への
アウトプットを担当。ビンテージビル文化の醸成を目指す。

株式会社スペース R デザイン／𠮷原住宅有限会社 代表取締役

𠮷原

勝己

（よしはら かつみ）
1961年福岡市生まれ、九州大学理学部卒業後、旭化成（医薬事業 ）に入社。
2000 年ビル賃貸業の𠮷原住宅を後継者として引継ぎ、賃貸リノベーション事業
に傾注、2008 年には株式会社スペースＲデザインを設立。2018 年より九州大
学大学院人間環境学府・九州産業大学非常勤講師を務める。ＮＰＯ法人福岡ビ
ルストック研究会 理事長、福岡県中小企業家同友会ソーシャルビジネス委員会ま
ちづくりビジネス本部長も兼ねている。

リノベーションミュージアム冷泉荘の誕生

新築時は最先端を誇っていた建物も、築年数を重ねるにつれ設
備や躯体は傷み、住居としての競争力は衰えていった。家賃滞納

果たして、建物の寿命は何によって決まるのか。指標としては

は後を絶たず、経営は悪化の一途をたどっていた。建替えの費用

税務上の「耐用年数」
、物質的な強度、社会・経済的要因、機能

を捻出するのも難しい。そんな2006 年、所有者である𠮷原住宅

的要因などがよくあげられる。昨今の技術進化により物質的な強

有限会社（1965 年創立 ）
は、オフィスビルへの一棟コンバージョン

度は格段に向上している。しかし、建物は人の営みの中で役割を

を決意した。居室内は、シンクやトイレといった最低限の設備だけ

果たすものであり、そことの関係がうまくいかないと、本来持ってい

を残し、まっさらな状態に。そして、家賃 35,000 円（ 3 年間の定期

る性能は十分に発揮できない。結果、早めに寿命を終えざるを得

借家契約）
・セルフリノベーション可・原状回復義務を課さない条

ない建物も少なくない。

件で募集をかけた。すると、活動の場所を探していた若手のクリ

リノベーションミュージアム冷泉荘は今年（ 2018 年）7月で築 60

エイターやアーティストから多くの応募があり、見事、3 年間の満室

年の還暦年を迎えた、鉄筋コンクリート造 5 階＋地下1階の建物

稼働を達成。さらにこの間、冷泉荘のコンクリート強度試験を実

である。伝統文化がいまだ色濃く残る福岡市博多区で、フォトス

施し、築 80 年まで耐えられることを確認した。この2 つの結果を

タジオ、NPO 法人、工房、建築設計事務所、語学教室、カフェな

受け、2010 年からは、築 100 年を目標にビルストック活用を基本

ど全 20 組が入居する複合文化アトリエとして、多種多様な文化人

理念とした経営方針へシフト。
「リノベーションミュージアム冷泉荘」

の活動の場となっている。1階にあるレンタルスペースは、ほぼ毎日、

を掲げ、
「ひと」
「まち」
「文化」が集まる、地域に開かれた建物を目

何かしらのイベント会場として利用されており、冷泉荘全体の来場

指している。

者数は多い年で約 2万人にも上る（※写真1）
。
遡ること12 年前、冷泉荘は荒廃した賃貸共同住宅であった。

ビンテージビル創育
リノベーションミュージアム冷泉荘は、所有者・𠮷原住宅有限会
社と、福岡市内を中心に不動産コンサルティングを手掛ける株式
会社スペースRデザインとで共同経営をしている。その中で既存
のものを最大限に活かすことを基本方針とし、古さの中に価値を
見出すビンテージの考えを建物にも応用した『ビンテージビル』
と
いう独自の概念を掲げている（※図1）。物質的な価値を超えた
「つながり」の中に価値を育てる。これに則って、冷泉荘では①セ
ルフリノベーションかつ退去時に原状回復義務を課さない賃貸条
件②レンタルスペースの運営による関係人口の増加③管理人常駐
によるコミュニティデザインの3点をFMの大きな軸としている。

写真1 オープンアパートイベント「れいぜん荘ピクニック」
（ 2018 年10月）
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セルフリノベーションの土台として、居室設備を最低限にしたこと

特 集 「ファシリティマネジメント」

築100年を目指すビンテージビル「冷泉荘」におけるFMの取り組み

リノベーションや改修などの痕跡を可能な限りそのまま残している。
「新しい」
「古い」の二元論ではなく、活用のプロセスそのものに価
値を見出したいからだ。状態のいい既存部屋は「冷泉復元部屋」
として保存し見学用に。耐震ブレースは事務局内側に挿入しイン
テリアのように演出。外壁改修にいたっては、壁塗装の継ぎはぎ
の色味はもちろん、コンクリート爆裂箇所も錆止めを施したうえで
そのまま防水コーティングするという「外壁保存」を試みた。そし
て、楽しみながらそれらを体感してもらえるイベントとして、年に2
回オープンアパートイベント「れいぜん荘ピクニック」を開催してい
る。各入居者による催しや管理人とまわる解説付き一棟ツアーな
ど、地域の方や家族連れなど1日楽しめる文化祭的お祭りである。
図1 ビンテージビルグラフ

このような活動が評価され、2012 年には福岡市都市景観賞活動
部門をいただいた。

で、そこに関するメンテナンスも最低限にとどめられ、入居者が手
を加える際の自由度も広がる。設備の劣化がないため原状回復も
必要なく、むしろ、入居者によって手が加えられた部屋は、常にオ
ンリーワンのデザインへとアップデートされ続ける。結果、建物は築
年数を重ねても、市場に対しての競争力は衰えない。
クリエイターなどの入居者層以外の一般市民が冷泉荘を訪れる

リノベーションミュージアム冷泉荘の使命
リノベーションミュージアム冷泉荘の存在は、
𠮷原住宅・スペース
Rデザイン自体のブランディングにも大きく影響を与えている。吉原
住宅は冷泉荘以外にも3 棟の築 40 ～ 50 年の賃貸ビルを経営し

きっかけとなるのがレンタルスペースだ。使いやすい価格と規模に

ており、スペースRデザインは、その𠮷原住宅のノウハウを事業化し、

設定し回転率を重視した運営方針をとっている。そして、入居者

築古不動産を所有するオーナーに対して、コンサルティング事業を

の相談にのったり来訪者を出迎える窓口の役割を果たすのが管

展開している。その中で冷泉荘は「ビンテージビル」に説得力を与

理人である。会話の中で冷泉荘や入居者・開催中のイベントの紹

えてくれる。ただし、全てのビルで「冷泉荘」
を目指しているのでは

介をし、冷泉荘を介して人と人を繋いでいるのだ。これらの軸をも

ない。不動産の課題は、立地や建物自体の状態、所有者の状況

とに、賃貸運営、経営計画の見直し、そしてまた運営に活かし、と

などが複雑に絡みあっており、建物の数だけ解がある。冷泉荘は、

よりよい状態へとステップを上がっていく。それには、来場者の口

わたしたちや同じく築古ビルを所有するオーナーにとって、ひとつ

コミやメディアからの取材も、わたしたちや冷泉荘が成長するのに

のあり方として考えるきっかけを与えてくれている。

欠かせない。いわば、
「入居者・利用者・まちとともに育つビル」の
土壌を耕すことが、わたしたちの役割だ。

さて、そんな冷泉荘も、最大限寿命をまっとうするためには、日
頃のメンテナンスが欠かせない。特に水回りの配管関係は計画的
に実施してはいるが、緊急対応も少なくない。その際は、管理体

ビンテージビル文化を発信する

制や設備業者、入居者さんや地域の方々の理解や協力が欠かせ
ない。
「リノベーションミュージアム」
、そして、ビルストック活用におけ

築 100 年達成に向けて、2011年耐震補強、2016 年外壁補修

る課題の最先端事例として、冷泉荘の挑戦はまだまだ続く。

（※写真 2、3）
、他にも長期修繕計画をもとに定期的なメンテナン
ス工事を実施している。その際「リノベーションミュージアム」
として、

写真 2 管理人事務局内の耐震ブレース

写真 3 「保存」をした裏庭側外壁（右側）と見学者に案内する管理人
（写真右）
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武蔵野プレイスにおける
FMの取組み
武蔵野市教育委員会

増田

生涯学習スポーツ課

美照

生涯学習係長

（ますだ よしてる）
1995 年４月武蔵野市役所入庁、環境部門、防災部門、福祉部門等を経験。2004 年10月中越地震の際に友好都市の
新潟県長岡市で災害復旧事業に携わる。2011年３月に東日本大震災被災地の岩手県陸前高田市等に災害復旧の派遣
される。同市にて2014 年 4月より2 年間被災地支援職員として活動。2016 年より現職に就任。

武蔵野市について

武蔵野プレイス）は、農林水産省の食料倉庫跡地を活用し、平
成 23 年７月に JR中央線武蔵境駅南口駅前に開館した。図書

東京都のほぼ中央に位置している。東西 6.4㎞、南北 3.1㎞で

館を軸に４つの機能を融合させた複合施設である。年間195 万

面積は約 10㎢ の、平坦な地形にめぐまれた緑豊かな住宅都市

人が訪れ、開館６年目で累計来館者数が1,000万人を超える施

と、教育・福祉・健康・文化・スポーツ・情報などの生活型の産

設となっている。

業が高度に集積して調和した、
「生活核都市」として発展し、住

基幹機能となる図書館と生涯学習活動支援、市民活動支援、

んでみたい街としてそのイメージが定着し、人口約 14万人である。

青少年活動支援という4つの機能を集めたほか、１階にカフェを

施策では元祖コミュニティバス「ムーバス」や、長期宿泊体験

併設した。多様なニーズに応える（駅前という利便性の高い場

学習で 2015 年度グッドデザイン賞を受賞した「セカンドスクー

所を有効活用 ）ことで個々の機能を超えたこれまでにない新た

ル」、0 歳から3 歳の子育て支援施設である「0123 吉祥寺・は

な価値を持つ施設を目指した。また、固定的なサービスを提供

らっぱ」などの事業を展開している。

する従来型の公共施設の枠組みを超える諸機能の連携・融合

2008 年度第３回優秀ファシリティマネジメント賞を「武蔵野市
における公共施設保全整備計画」で受賞した。

による、付加価値の付いた情報・サービスの提供をする新しいタ
イプの公共施設として関心を寄せていただいている。
施設の大きさは、延べ床面積約 9,800㎡、地上4 階・地下3

武蔵野プレイスについて
武蔵野市立『ひと・まち・情報 創造館武蔵野プレイス』
（以下、

階建である。

武蔵野プレイスのＦＭについて
武蔵野プレイスの建築計画には２つの大きなポイントがある。
１つは「施設の機能を進化させていく建築」とすること。もう
１つは「環境負荷を軽減し、世代を超えて受け継ぐため、物理
的耐久性を有した100 年建築」とすることである。特に前者は、
図書館機能・生涯学習活動支援・市民活動支援・青少年活動
支援という4つの機能の有機的な連携と融合を実現するために
重要な軸となっている。各機能の館を別々に作るのではなくハー
ドとソフトが相乗効果をもたらす施設を目指した。個別の目的
のために来館する「目的的利用」の施設から脱し、ぶらりと立ち
寄っても状況に応じて過ごせる「状況的利用」に対応した施設を
目指した。そのために、ハード面の整備では「ブラウジング」の
考え方を徹底させ「年齢も目的も異なるさまざまな市民が、この

写真1 武蔵野プレイス全景
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場所に思い思いに集まり館内を巡り歩く。来館目的以外の活動
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や情報への無意識な接触を促すことで、さまざまな出会い、交
流が生まれるような『場』
（サードプレイス）を提供していく」こと、

久性（ 100 年建築 ）を確保（コンクリートＦｃ＝33Ｎ/ｍ㎡）した。
地下２階床から４階までをボイドスラブにし、４階屋根をデッ

ぶらりと立ち寄れるようなハードとソフトの仕掛けが重要と考え

キプレートとすることで型枠材の消費抑制に配慮、フレキシビリ

た。

ティに富む建築（構造 ）とし、回遊を促す吹き抜けを多数配置し

また、自立した地域社会を生み出すためには、十分な情報の

ている。その相乗効果として、自然採光を下階に多く取り入れる

提供が不可欠であり、一層進むデジタル化社会では、個人がコ

ことができ、照明効果と自然採光の組合せにより照度を確保す

ミュニティから遊離しやすい社会になると、これまで以上に公共

ることで、エネルギー消費を抑えている。

施設の役割が重要になるとの考えを基に生まれてきた。

輻射型冷暖房や、深夜電力を利用した水蓄熱、図書館として
の居心地の良さとCO2 排出抑制に配慮し、タスク＆アンビエント
の照明配置とした。すべての部分の照度を一律に上げて確保す
るのではなく、環境照明（アンビエント）と本を読む・探すなどに
作業に必要な照明（タスク）に分けてそれぞれに必要な照度を
確保するなど、細部にも工夫を凝らし、エネルギー消費を抑える
ことに寄与している照明計画である。
地下にある600トンの蓄熱槽用水槽は地域の防火水槽として
も貢献している。

写真 2 ブラウジング

館内はできるだけオープンなつくりとし、上下階を結ぶ縦動線
の回遊階段を設け、来館者が行き来しやすいようにした。図書
館では、静寂な場所を確保しつつ、賑わいを生み出すことを意
識した。こうした作りに対し、開館当初は賛否両論があった。１
階と２階は間仕切りなくつながっているため、１階に設けたカ
フェの音や香りが２階の子どもライブラリーなどに筒抜けになるこ
とも一因であった。しかし、子どもを連れた親から「自分たちだ

写真 3 タスク＆アンビエント

けが音の原因ではないので、私たちが遠慮せずに滞在しても良
いと思えた」と前向きなご意見を頂けるなど、多くの利用者に評
価されることとなった。従来は公共施設にあまり縁のなかったビ

管理運営について

ジネスパーソン、青少年などの層にも着目し、来館を促すための

武蔵野プレイスの特徴を効果的に発揮するために事業実施

仕掛けをいくつも盛り込んでいる。例えば、１階のカフェは図書

や管理運営を指定管理している。図書館機能・生涯学習活動

館の資料を持ち込み可能とし、17 時以降はアルコールを提供し

支援機能・市民活動支援機能・青少年活動支援という4つの

ている。また、青少年に利用してもらいやすくするために、飲食

機能と施設毎に館長等が配置されるのではなく、各機能を横ぐ

やゲームを認める場を用意している。地下２階のサウンドスタジ

しにした連携・融合ができる運営をすることで、新しいサービス

オの使用料を気軽に利用できる設定とした。また、600タイトル

の提供をしている。開館時間は、９時 30 分から22 時までと市

の雑誌を集めたりと、独自性のある運営を行っている。

民の利便性向上をはかるなどしている。隣接する都市計画公園

もう１つの大きなポイント「環境負荷を軽減し、世代を超えて

も指定管理しているため、図書館機能がありながら、前の公園

受け継ぐため、物理的耐久性を有した100 年建築」について、環

で盆踊りや、青少年の音楽祭が開催されるなど、多種多様な施

境負荷の低減や耐久性向上を実現するための建物の工夫もなさ

設運営で地域連携も進め、指定管理の強みを活かした活動が

れている。

おこなわれており「使い方はユーザーが進化させていく」ことの

構造躯体は、公共建築として3 世代の使用に耐えるように耐

実践を進めている。
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グリーンビルディングでの
FMの取組み

─大林技術研究所本館の建物健康性能評価─
株式会社大林組

吉野

技術本部

攝津子

技術研究所

都市環境技術研究部

課長

（よしの せつこ ）
1994 年 University of Minnesota, Department of Psychology卒業。1995 年 ( 株 ) 大林組入社。
専門分野：環境心理、資格：WELL AP。

はじめに

ネルギー消費量評価によるソースZEBを実現するなど、段階的に
ZEB化する「環境配慮」技術の実践と検証の場として運用して

グリーンビルディングの潮流は、まず「省エネルギーや地球温暖

いる。

化防止」を中心とした建物性能主体であったが、昨今、世界的な

執務空間内は、省エネ・省CO2 の推進とえてしてトレードオフの

第二の潮流として、健康や快適性など人間主体のものに拡大して

関係になりやすい快適性に配慮し、作業領域に集中して照明・空

きている。ビジネス運用コストの1%が光熱費なのに対し、90％が

調制御を行うタスクアンビエント方式、
ICタグによる個別制御、パー

人件費など人に関するコストであり、その90％のパフォーマンスを

ソナル放射空調、昼光利用トップライト、自然換気などの手法が導

高めるための投資はビジネスでの大きなリターンを生む 。現代人

入されている（図1）
。また、研究機能の集約と知の交流を促すた

が9 割の時間を過ごしている屋内空間の健康・快適性への影響

めに、幅 90m、奥行き18m、天井高 6.4mの大空間に専門分野の

、人へ良い影響を与える空
は極めて大きいことも注目されており2 ）

異なる執務者が在籍するワンルーム型の空間計画が成され、執務

1）

間が求められている。また、国内の「働き方改革」への動きも、オ

内容や気分に合わせて場を選択できるように、個人ブースやラウン

フィスでの生産性を向上させる空間への要請を後押ししている。

ジタイプの打合せコーナー等、多様な空間が設けられている。加え
て、偶発的なコミュニケーションの誘発を意図して、利用頻度の高

大林組技術研究所本館の取り組み

い打合せコーナー、給湯スペース、プリンタ等の什器スペースをフロ
ア外周部に配置している（写真1）
。

2010 年竣工の大林組技研本館（以降、本建物）
は、そのグリー
ンビルディングの潮流を先取りしてきた。当初は、CO2 排出量の削
減とCO2 クレジットによりエミッションZEBを達成、2014 年度には、
さらなる省エネルギーと再生可能エネルギーの増設により、一次エ

第三者認証の取得
建築の環境性能についての認証制度は、日本のCASBEE®、
米 国 のLEED、英 国 のBREEAMなどが普及している。本建物
は、CASBEE 新築版・既存版と
も高得点でSランク認証を受け、
2013 年には、LEED 既存建物の
認証を最高ランクのプラチナで得
た。当初より健康・快 適面を配
慮した計画だったが、さらにそれ
を客観的に評価できる認証制度
（以
WELL Building StandardTM
降、WELL ）が米国で登場したこ
とから、第三者評価で実証すべく
WELL 取得を試みた（表1）
。
WELL は 公 益 企 業 IWBI
（ International WELL Building

図１ 導入した環境配慮技術

18 ● 新都市ハウジングニュース Vol.91 2019. 冬

Institute、PBC）に より2014 年
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表１ プロジェクト概要

外観

建物概要
オフィス内観

窓際ミーティングスペース

所在地

東京都清瀬市

建物用途

事務所

延床面積

5,535 m

構造・規模

S造 地上3階

竣工

2010 年 9月

環境性能評価

2

CASBEE既存Sランク(BEE=7.0)
LEED-EBOM Platinum (95points)

認証システム WELL v1 2016年5月追補版

個人ブース

写真1 プロジェクトの外観および内観

いる。日本での申請件数10 件の内、本建物のみが認証を取得し
ている。なお、
2018 年 5月末にWELL v2 Pilot 版がリリースされ
ており、
2019 年に正式版へ移行予定である。
WELL v1の評価項目は、
「Air（空気 ）
」
「
、Water（水 ）
」
「
、Nourishment（食物）
」
「
、Light（光）
」
「
、Fitness（フィットネス）
」
「
、Comfort
（快適性 ）
」
、
「Mind（こころ）
」の7個の大項目で構成され、中項目、
小項目の数は認証タイプで異なる。主に、
「空気」は室内空気質、
「水」は水質や飲料水の利用しやすさ、
「食物」は建物内で提供さ
れる飲食物の栄養管理や成分表示、
「光」は昼光利用や照明制
御、
「フィットネス」は建物内外での運動の促進、
「快適性」は温熱
快適性や執務室内外での働きやすさ及び過ごしやすさ、
「こころ」
はストレス対策や景観および企業制度に関する項目により構成さ
れている。建築・設備計画だけではなく、運用面も評価対象とし
ている点が特徴的である。さらに、まだ WELLでは取り上げられ
ていない革新的な取り組みは、妥当性が評価されれば
「Innovation
（イノベーション）
」
として最大 5 項目のボーナスポイントが得られる。
本建物では、国内基準と異なる要求事項への合理的な対応手
法を検討すべく、改修工事を行うことなく、物品等の追加変更と
運用面で対応する方針とした。以下に主な対応内容と評価概要
を記す。
（1）空気…換気システムの外気用にMERV13フィルタを設置し
た。運用面では、2Fデッキの喫煙所を撤去した。CASBEE
やLEEDで高評価を得た空調換気システムならびに、病原体、
アレルゲン、および有害な化学洗浄剤の建物使用者への暴
露を抑制する清掃計画は、高い屋内空気質を確保する施策と
して評価された。
（ 2 ）水…従前どおりのビル管理法への対応のみで、基本的な水質、
無機汚染物質、有機汚染物質、農業汚染物質、上水添加物
の全基準に適合した。
（ 3 ）食物…カフェテリアメニューに食物アレルギー表示、人工成分
表示を行った。同メニューは管理栄養士が健康診断の結果
や運動量を考慮して給与栄養目標量を設定するなど監修を
行っており、健康的な内容と評価された。また、衛生面では手
洗い所での再汚染防止のために、ペーパータオルと使い捨て

2016年7月15日
2017年5月2日

認証取得
書類審査承認
スケジュール

にv1が公開された。
2018 年11月20日現 在の累計申請 件 数は
1034件（37ヵ国 ）
で、そのうち134件（17ヵ国 ）
が認証を取得して

申請
書類審査申請

2017年7月27日

現地審査

2017年9月26日～29日

認証取得

2017年11月21 日（ ゴールド）

密封容器の非抗菌石けんを設置した。
（ 4）光…人間の光受容感度を加味した新たな明るさ指標の等価
メラノピック照度による評価基準に適合した。豊富な自然採
光を大開口から取り入れられる光環境は、人間の体内リズム
を整えやすく、良質な睡眠や、ひいては知的生産性向上への
寄与が期待できる空間として評価された。
（ 5）
フィットネス…建物出入口にエレベータよりも近接して設置さ
れた階段、打合せスペースや給湯コーナーの分散・外周配置、
内階段など、コミュニケーション誘発を目的とした動線計画は、
屋内フィットネス動線として評価された。
（ 6 ）快適性…温熱快適性では、ICタグによる空調の個別制御や、
建物使用者が好ましい温度の作業スペースを選択できること
が評価された。WELL要件を満たすため、卓上設置型、簡
易型など各種スタンディングデスクを執務席の30% 以上の数
を導入した。
（ 7 ）こころ…継続的に実施している入居後調査や、育児・介護
休暇制度、チャリティ活動への補助プログラム、健康管理セン
ターの設置やメンタルヘルスサポートといった福利厚生に関連
する施策に加えて、施設内のアートワークや、施設を取り巻く自
然豊かな環境が、情緒的な健康を育む施策として評価された。

さいごに
今後も、従業員の健康問題や時短と生産性向上、ESG 投資の
世界的潮流から、建築環境に「健康」
を取り入れる動きは加速し、
不動産価値評価の側面からも、建築環境の健康面を評価する
ツールへの関心も高まると思われる。例えば、米国のFitwell、日
本のCASBEE ウェルネスオフィス等の普及も想定され、ファシリ
ティマネジメントの分野で従業員の健康や快適性に配慮する必要
性の認識が更に拡大していくものと考えている。
参考文献
1）World Green Building Council: Health, Wellbeing & Productivity
in Offices-The next chapter for building-, 90p., 2014
2 ）International WELL Building Institute: The WELL BUILDING
，2018
STANDARD® v1 with 2018 Q1 addenda，237p．
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平成 30 年度第 2 回理事会の開催
C

平成o30 年11月20日(
n 火 ) 第2 回理事会がグラ
t
eンドアーク半
蔵門において開催され､ 以下の議案について審議の結果､ 原
案どおり承認されました｡

新都市ハウジングニュース 2019年冬号 Vol.91

n

●報告事項
t
s
第 4 号議案 職務執行状況報告の件
第 5 号議案 会員の現況報告の件

ファシリティマネジメント

特集 ●平成 30 年度第 2 回理事会

日時：平成 30 年11月20日( 火 ) 10:30 ～ 12:00
場所：グランドアーク半蔵門 3 階 光の間
巻頭論文
●議長挨拶 河野 晴彦
●来賓挨拶 国土交通省 住宅局住宅生産課 課長
長谷川 貴彦様
長谷川課長挨拶
国際標準としてのFMモデルの重要性
●議案審議
第 1 号議案
平成 30 年度上半期事業報告及び
松岡 利昌
株式会社松岡総合研究所
代表取締役 京都工芸繊維大学特任准教授
下半期事業計画の件
第 2 号議案 平成 30 年度上半期貸借対照表及び
レポート
正味財産増減計算書等の報告並びに下半
期収支予算の件
健康経営とワークプレイス
第 3 号議案 会員入会承認の件
〜FMが実現する人と経営の幸福な関係〜

ファシリティマネジメント概論

似内 志朗

1
河野会長（理事会議長）挨拶

4
理事会風景

日本郵政株式会社 不動産プロジェクト推進部長

アーバン・ハウジング・フォーラムの開催
グローバル化するファシリティマネジメント
■平成 30 年度第 3 回開催報告
─企業力を高めるＦＭのISOを知る─

6

平成 30 年度第 3 回アーバン・ハウジング・フォーラムを下記の要領で開催しました｡

成田 一郎

公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会 専務理事

～入浴、温泉に関する研究「Yu-navi project 」について～
入浴は１日の疲れを取ったり、リラックスしたりするための良い習慣だと思います。特
FMのためのBIMガイドライン
に、これから冬に向かってゆく季節、ますます入浴が重要になってくると思います。
「Yu猪里 navi
孝司project」
大成建設株式会社 設計本部 設計企画部 企画推進室長
は、国立研究開発法人 科学技術振興機構（ JST ）の未来社会創造事
業に採択された、東京都市大学 人間科学部 早坂 信哉教授と東海大学 海洋学
行動可視化
部 斉藤雅樹教授による共同研究に株式会社博報堂他が協働として参画した合同プ
〜建物における人の行動把握と安全快適性を高めるシミュレーション〜
ロジェクトです。入浴事故死は年々増加しており、年間19,000人（交通事故の４倍）が亡
なっています。入浴事故死予防は喫緊の課題であり、
適切で楽しく健康作りができる
田中 く
重良
鹿島建設株式会社 建築設計本部 品質技術管理統括グループ
正しい入浴法が重要です。人々の入浴をより安全かつ快適へ向かわせるため、
IOT･テク
環境・性能グループ グループリーダー
ノロジーを活用した、ナビゲーションシステム構築をめざす、産官学運携によるプロジェク
トです。今回、このプロジェク
トの概要とこれまでの研究結果を発表していただきま
ＦＭの理念を活かした
「アオーレ長岡」
の建設と運営 した。
記
森 民生 元長岡市長 筑波大学客員教授
テーマ：入浴、温泉に関する研究「Yu-navi project」について
講 師：東京都市大学 人間科学部 教授 早坂 信哉 様
築100年を目指すビンテージビル
日 時 : 2018 年 12 月４曰（火）15:00 ～ 17:00
「冷泉荘」
におけるFMの取り組み
場 所：協会会議室（参加者
: 14 名）

8

10

12

梶原 あき 株式会社スペースRデザイン 学術員
𠮷原 ご講演は
勝己 𠮷原住宅有限会社／株式会社スペースRデザイン

14

代表取締役

自発・自律型エビデンスに基づくBathing Navigationの実
現をめざし、
そのために以下1 〜 3 の項目について POCを達
武蔵野プレイスにおけるFMの取組み
成し、適切な入浴に誘導し人々の健康が増進され、かつ不適
増田 切な入浴を排除し入浴事故死者が激減した社会を2030
美照 武蔵野市教育委員会 生涯学習スポーツ課 生涯学習係長年に
実現する、としています。
グリーンビルディングでのFMの取組み
1. 入浴者自身による「自発型エビデンス
（ゆるやかなエビデン
ス）
」の収集・解析システム
吉野 攝津子
株式会社大林組 技術本部 技術研究所 都市環境技術研究部
2.ウェアラブル端末による健康状態・入浴内容データ「自律型

エビデンス」収集システム
3.ウェアラブル端末による「Bathing Navigation」
本研究の成果は、
「入浴大国である日本が、このシステムの
開発国として最もふさわしく、日本の入浴文化に憧れ、追随し
つつあるアジアを始め、世界各国に普及させ、多くの人々の命
を守り、健康を増進させる国際的な貢献をも可能にする。
」こと
表 紙：
「カサ・ミラ」窓回りディテール。バ
であるとしています。
ルセロナ、グラシア通りに面するガウ
講演の後、活発な質疑応答が行われ、有意義な時間を戴き
課長
ディ設計の世界遺産建築。実業家
ました。

16

18

企画協力 公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）

ぺレ・ミラ夫妻の依頼で建てられた

この邸宅の外観は、地中海をイメー

事務局員新任報告
活動ニュース／活動記録ほか

20

ジしてデザインされたといわれている。
裏表紙：同上 中庭見上げ。現在も賃貸住
宅として使われている。バルセロナの

平成 30 年12月1日付で（株 ）大林組より溝渕 麻子氏が技術管理部長として着任されました。現在、溝
渕部長はCFT 造普及委員会（施工 ）を担当し､ 活動しています。
なお、1月1日付で清 広歳氏が退任されました｡

中心で住戸面積約300㎡、家賃は
100年前と変わらず日本円換算で約
14万円と格安。

撮 影：荒城
溝渕隆 麻子氏
撮影日：2011年6月
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活 動 記 録
総会・理事会
● 総会
11/20
● 理事会
運営委員会・幹事会関係
● 運営委員会
10/3 11/7 12/5
● 表彰選考委員会
・ＣＦＴ構造賞選考部会
● 広報部会
10/15
・ＨＮ編集委員会
11/1 11/28
・
ＩＮ編集委員会
11/14
● 調査研究発表会
● 知的財産権部会
12/7
● 情報・担当者連絡会
● 設備システム部会
10/5-6 11/26 12/17-18
● 耐火構造技術研究開発部会
10/4 11/2 12/6
CFT 造普及委員会関係
● ＣＦＴ造普及委員会
11/14 12/12

最近、当協会 会員企業に対しても、官公
庁、企業また営利・非営利を問わず、施設を

2018.10/1 〜 12/31

● ＣＦＴ造適合部会
● ＣＦＴ造耐火設計部会
10/4 12/6
● ＣＦＴ造施工部会
10/9 10/24 11/12 11/26 12/10 12/26
● ＣＦＴ造施工管理技術者制度部会
10/26 10/31 11/6
● 技術普及小委員会
● CFT造技術基準等小委員会
10/29 12/4
● CFT造研究開発小委員会
12/11
・ＣＦＴ造構造設計法研究会
10/18 11/30
・ＣＦＴ造耐火設計法研究会
・ＣＦＴ造施工技術研究会
● CFT造施工管理技術者更新講習
● CFT造設計/施工講習会
都市居住研究委員会関係
● 都市居住研究委員会
10/18
● 都市環境研究会

ても役に立たないと決めつけ辞退される方も

をご紹介いただき、FMが実現することによ

少なからずいるのが現状と思われます。

り、人と経営の幸福な関係が築かれること等、

最適な状態で保持し、管理・運営するための

そのような状況ですので、会員企業の方々

総合的な管理手法として「ファシリティマネジ

に幅広く「ファシリティマネジメント｣を理解し、

メント（FM）
｣の採用が求められています。

活用していただく必要性を感じていました。

FMは単に施設管理で土地・建物や設備

・マンションLCP分科会 10/2 10/15 11/16 12/14
● 住宅計画研究会
・次世代住空間分科会
10/22 11/12 12/10
・都市型住宅分科会
10/11 11/8 12/13
● エネルギーシステム研究会
11/9 12/11
長寿命建築システム普及推進委員会関係
● 普及推進委員会
● 普及推進幹事会
長寿命建築システム普及部会
建築基礎WG
10/5 12/21
技術インフラWG
11/2 11/29 12/18
長期優良住宅等検討部会
● 調査研究報告会
受託共同研究委員会関係
● 既存集合住宅･調査補修方法等研究委員会 12/14

本 特 集の記 事の中でFMの理 念、目的、

FMの有効性に関して理解を深めることがで
きたと思います。
最後になりましたが、本号は日本のFMを
リードされている「日本ファシリティマネジメン

の維持管理を行うことであると誤解し理 解

歴史、国際標準等の基本的な考え方、また

ト協会｣様に企画協力をお願いし、満足する

されている方、また「認定ファシリティマネ

ISO、BIMや知識技術との関係を述べていた

内容で本誌が発行されましたことを感謝いた

ジャー」資格を取得するよう会社から勧めら

だき、業務と密接な関係があることへの理解、

します。

れても、自分の仕事には必要性がない、取っ

そしてFMを活用し実際に完成した実例の数々
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