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足元を固め、さらなる
飛躍のための準備を
―新年を迎えての抱負を聞かせてく
ださい。
髙木会長　明けまして、おめでとうご
ざいます。
　今年の干支は、干支の“干”にあたる
十干（じっかん）が己（つちのと）、
“支”にあたる十二支が亥（いのしし）
で、「己亥（つちのとい）」というのだ
そうです。草木の成長に例えられる干
支ですが、己（つちのと）は草木が成長
を遂げた状態で、亥（いのしし）は十二
支の数えで最後にあたり、草や花が枯
れて種の中に生命を引き継いだ状態を
指します。つまり、「己亥（つちのと
い）」の年は種の中に新たなエネルギー
がたまっている年で、成熟した組織が
次のステップを目指して足元を固め、
準備する年ということになります。
　昨年は、6月に大阪北部地震が発生し、
7月に西日本豪雨、9月には台風21号が
四国から近畿地方を抜け、東北、北海
道と広域にわたって暴風と豪雨の被害
をもたらしました。その台風の被害の
爪痕が癒える間もない2日後に、北海道
胆振東部地震が発生し、道内全域が停
電するという事態を引き起こしました。
まさに、自然災害の脅威を感じた1年で
した。
　こうした経験、教訓を踏まえ、今年一

年は自然災害に対する意識や備えをも
う一度見直し、防災に対する協会の体
制や対応をより一層充実させていくよ
う取り組んでいきたいと考えています。

80周年を迎え、
身が引き締まる思い
―今年、東京ビルヂング協会は80周
年を迎えますが、感想を聞かせてくだ
さい。
髙木会長　80周年と言うのは簡単です
が、時間軸で見たとき、その歳月の長さ
はひと言で表現できるものではなく、
80年という歴史の重さを感じずにはい
られません。80周年を迎えるにあたり、
身の引き締まる思いで一杯です。
　東京協会は、世界恐慌の影響で日本
経済が極度の不況に見舞われた昭和5
年（1930年）2月に、14社のビル事業
者が集まって組織された「ビルヂング
茶話会」が母体となっています。この茶
話会の加盟社が増加したことに伴って、
昭和14年（1939年）8月
に設立総会を開き、名称
を「 東 京ビ ルヂング 協
会」と変更し、東京ビルヂ
ング協会が正式にスター
トを切ったわけです。
　発足した当時というの
は、昭和14年10月に地代
や家賃を統制する「地代

家賃統制令」が発令され、ビル業界に
大きな経営課題が持ち上がったときで
した。協会を通じ、ビル経営者が一致団
結して、こうした課題に対処していこう
と機運が高まった時期でした。
　発足以来、当協会はこうしたビル業
界を取り巻く課題に対応し、ビル業界
の成長と発展のために活動を続けてき
たわけですが、80年に及ぶ長きにわ
たって協会が存続できたのも、設立当
初からこれまで協会活動に携わり、支
えてこられた多くの方々の尽力の賜物
であり、深く敬意を表します。
　平成27年（2015年）4月の定時総会
で会長を拝命し、協会運営に関わって
いますが、その期間は80年という協会
の歴史の中のわずか3年余りです。ビル
業界での経験や協会としての実績にお
いて、初代会長の赤星陸治さん、第2代
会長の樋口実さん、第3代会長の宮田正
男さん、第4代会長の渡辺武次郎さん、
そして私の前任である第5代会長の髙
木丈太郎さんという歴代の会長の方々

2019年
新春にあたって

新春特別企画・髙木茂会長インタビュー

―業界展望と今後の協会活動―
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には足元にも及びません。
　就任の挨拶で申し上げたのですが、
「諸先輩や会員の方々が築いてこられ
た実績を踏まえ、会員とともにビル事
業の発展とビル業界の振興に努め、ビ
ルオーナー唯一の団体に寄せられてい
る信頼と期待に応えていきたい」という
初心の気持ちを改めて感じているとこ
ろです。
―80周年にあたって企画されている
ことは？
髙木会長　東京ビルヂング協会の定時
総会を4月23日に東京・丸の内の日本
工業倶楽部で開催します。この定時総会
に合わせ、80周年記念事業を行いたい
と思っています。定時総会の後に記念
講演会と記念パーティーを企画してい
て、記念講演会は、今シーズンまでラグ
ビートップリーグのヤマハ発動機ジュ
ビロの指揮をとる清宮克幸氏に依頼い
たしました。今年はラグビーのワールド
カップが日本で開催されます。直前に
迫ったワールドカップや監督という視
点からの選手育成のことなど貴重なお
話が聴けると思います。多くの会員の
皆さんに参加してもらいたいです。

新たなトレンドを
察知し、迅速に対応
―最近のオフィスビルやまちをどう
ご覧になっていますか？。
髙木会長　働き方改革の流れが本格化
してきた昨今では、テナントである企業
のワークスタイルが大きく変わってき
ています。それに伴って、オフィスビル
やオフィス空間に対するニーズが多様
化・高度化し、サテライトオフィスやコ
ワーキングオフィス等といった新たな
オフィス形態への需要が顕在化してき
ています。
　また、環境（E）、社会（S）、ガバナ
ンス（G）に着目して優れた企業に投資
するESG投資が注目されるようになっ

た中で、働く人の健康や執務環境の快
適性などに注目してオフィスビルを認
証する動きも出てきています。
　再開発等で新たに誕生したまちを見
るとただ単に働く場というだけでなく、
様々なプレーヤーを惹きつける魅力や
機能が提案され、ビジネスワーカー同
士、あるいは企業同士が交流する場が
提案されています。
　いま大きな変革期を迎えていると感
じています。
　東京ビルヂング協会では、日本ビル
ヂング協会連合会の中核団体として、
こうした新たなトレンドをいち早く察知
し、会員へ情報発信するとともに、迅速
かつ的確に対応していくことが重要で
す。
―今後の協会運営についての抱負を
聞かせてください。
髙木会長　冒頭、自然災害への対応を
もう一度見直すと言いましたが、年末
から年始にかけて中小ビル事業委員会
が連合会政策委員と協力し、災害対応
に関するアンケート調査を実施してい
ます。まずは実態を把握することです
が、このアンケート調査を通じて災害
対応の強化に向けた今後の方向性が出
てくることを期待します。

　また、昨年6月に公布された民法（債
権関係）改正法が来年から施行される
ことを踏まえ、今年度から「オフィスビ
ル標準賃貸借契約書」の見直し作業を
進めているのですが、今年中に民法改
正法を反映した「オフィスビル標準賃
貸借契約書」を会員へ示していきたい
と思います。
　このほか、今年10月に消費税率が引
き上げられますが、4年前の消費税率引
上げの際に会員から問い合わせの多
かった「賃料への適用税率」や「旧税率
適用の経過措置」等に関する情報を、
今回も的確に会員へ伝えるよう努めま
す。
―東京オリンピック・パラリンピック
が来年に迫ってきましたが。
髙木会長　今年のラグビーワールド
カップ、来年の東京オリンピック・パラ
リンピックと世界に日本を、そして東京
をアピールする絶好の機会となります。
都内の各地域で東京の都市機能を高め
るための再開発が行われていますが、
東京を基盤とする協会として、会員の
創意工夫とエネルギーを結集し、国際
都市としての東京、魅力ある東京をア
ピールできるよう活動していきたいと
思います。
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協会の設立

　東京ビルヂング協会は、世界恐慌の真っ只中の昭和5年
（1930年）2月、日本経済が極度の不況に見舞われ、賃貸オ
フィスの空室が目立つようになった時期に、その厳しい状況に
対処するため、東京の大手ビル事業者14社によって組織化さ
れた「ビルヂング茶話会」が母体となっている。
　その後、茶話会への加入会員も次第に増加し、昭和14年
（1939年）8月30日の設立総会を経て「東京ビルヂング協
会」として正式に発足することとなる。
発足当時の時代背景は、昭和14年（1939年）10月に「地代家
賃統制令」が発令され、地代や家賃の値上げが統制される
（昭和13年8月時点の賃料で据え置かれる）状況下にあった。
　東京ビルヂング協会20周年史をみると、発足当時は「現在
の固定資産税にあたる不動産課税の附加税不均一賦課率の問
題、加えて電力料金改定問題、地代家賃の統制など、つぎつ
ぎと問題が重複してきた・・・（中略）・・・行政等に対する要
望書、陳情書の提出などが本会の活動の第一歩となった」（抜
粋）と記されており、ビル経営を取り巻く様々な課題に対処す
るため、ビル経営者の協会団体として一致団結し、要望活動等
を繰り拡げていった姿がうかがえる。

戦中～戦後

　協会発足の翌年、日本は米英に宣戦布告し、太平洋戦争へ
突入するという暗夜の時代を迎える。
　戦時中は、戦局の推移に伴って、釘や小物金属類、作業服、
清掃用品、業務用石鹸、トイレ用ペーパーが個々の企業での
入手が困難になったことから、ビル協会としての団体名を使っ
て共同購入するなどの対応を講じた。また、金属回収の動き
が徐々に強まり、真鍮の手摺などのほか、エレベーターも対象
となり、4階以下のエレベーターはすべて回収された。
　昭和20年（1945年）の終戦後、連合国軍が駐留するため、
土地建物が次々に接収されることとなった。昭和20年から同
21年にかけて、協会会員が所有するビルが31棟、延床面積10
万2,000坪余りが接収されている。
　敗戦という特殊な状況下にあって、ビル所有者の意向も反
映しにくかったことから、昭和22年（1947年）に東京ビルヂ
ング協会が中心となって被接収ビルヂング代表者による会合
を開き、建物借り上げ料やその他に関する要望や陳情を展開
していった。
　なお、設立当初からの懸案であった「地代家賃統制令」は、
根本的な矛盾といえるビルと一般貸家との相違などを訴える

要望を繰り返した結果、昭和25年（1950年）7月
に地代家賃統制令が改正され、ビルに係る家賃等
の統制が解除された。

戦後からの復興～高度成長へ

　昭和30年（1955年）代に入ると、日本経済は持
ち直し、好況期を迎える。昭和32年と昭和33年
（1958年）に神武景気が到来し、ビル需要は旺盛
となり、ビルを供給すれば満室で稼働するような活
況を呈した。

東京ビルヂング協会
80年の歩み

設立総会（昭和 14 年 8 月 30 日 芝 / 紅葉館）
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　このオフィスビルブームは、昭和36年（1961年）の金融引
き締め施策によって、一時鎮静化したものの、東京オリンピッ
クを前にした昭和38年（1963年）には活気を取り戻していっ
た。
　その要因の一つになったのが、昭和38年（1963年）6月の
建築基準法の改正。この改正によって、容積制限方式が採用
され、建築物の高層化への道が開かれた。昭和40年（1965
年）には高層ビルが建ち始め、昭和42年（1967年）に地上36
階建ての霞が関ビルが竣工し、超高層化の第1歩を踏み出した。
その後、新宿副都心で8棟の超高層ビルが林立する状況を迎
え、昭和45年（1970年）には地上40階建ての世界貿易セン
タービルが完成した。
　こうしたビル業界の黎明期を迎えた昭和44年（1969年）
12月1日、民法第34条に基づく東京都知事の許可を得て「社
団法人東京ビルヂング協会」に移行、公益法人として新たな
スタートを切った。
　また、昭和48年6月に東京ビルヂング協会の会員に向けて
最新情報を発信する機関紙『BUILDING TOKYO』の第1号が
創刊された。

オイルショックと省エネ時代

　昭和47年（1972年）、田中角栄首相の唱える「日本列島改
造論」で沸き返っていた日本経済だったが、翌年の産油国によ
る原油供給削減通告とそれに伴う石油価格の急騰で、日本経
済は一気に冷え込んでしまった。いわゆる“オイルショック”
である。全国各地で買い占め騒動が起こり、ビル等のネオン
が一斉に消えた。
　こうした緊急事態に対し、協会では省エネルギー対策を理
事会、各委員会で検討し、会員向けのセミナーの開催や「省エ
ネルギー問題に関する懸賞論文」を会員から募集するなどの
取組みを行った。
　また、昭和54年（1979年）になるとイラン政変等の影響で、
第2次オイルショックを迎える。同6月には「エネルギーの使

用の合理化に関する法律」が公布され、節電・省エネへの対応
を迫られ、協会では室内温度や照明、エレベーターの運行な
どを対象とした節電措置の要請を会員へ通知した。

OA時代の幕開け

　昭和50年代中頃には、OAシステムが脚光を浴びるように
なり、国内企業のOA化が進んでいった。アメリカにおいて高
度情報化ビルが普及してきたこともあって、日本国内で高度
情報化ビル（インテリジェントビル）に対するニーズも高まっ
てきた。
　協会では、各委員会を通じてインテリジェントビルに関する
調査・研究を進め、昭和60年（1985年）にボストンで開催さ
れたBOMAインターナショナル総会後にニューヨーク等でイ
ンテリジェントビルの視察を行った。さらにインテリジェント
ビルに止まらず、都市のインテリジェント化、高度情報通信基
盤やインフラの整備などをテーマにしたセミナーを開催した。

バブルとその崩壊

　昭和58年（1983年）の千代田区と中央区における地価の急
騰を受け、都内商業地の地価が昭和58年～昭和62年までの5
年間連続して急騰を記録した。昭和62年7月の基準地価では、
東京都は平均85.7%の高騰を示し、銀座や新宿では坪当たり1
億円以上の評価地が出現した。
　高騰する地価を抑制するため、東京都では「東京都土地取
引の適正化条例」（昭和61年）を制定。翌年には、東京都全域
が国土法による監視区域に指定され、平成2年（1990年）に
は不動産業向け融資の総量規制が実施された。さらに、平成3
年（1991年）に地価税が導入されるに至った。
　東京協会では、他の不動産業団体などと歩調を合わせ、地
価税をはじめ土地保有税等の適正化を求める要望を展開する
こととなった。
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都市再生の動きと2003年問題

　バブル崩壊後、日本経済は長く資産デフレに陥り、ビル業
界もオフィス賃料の低迷に苦しむこととなった。
　こうした流れを変える一つのキッカケとなったのが、平成
13年（2001年）4月に決定された国家戦略として「都市再
生」をテーマに掲げた緊急経済対策。これを機に、都市再生本
部が設置され、都市再生特別措置法の制定等の法整備が進み、
都内主要エリアのランドマークとなる大規模プロジェクトが
相次いで開発、竣工していった。
　その一方、オフィスビルの大量供給が懸念されるようにな
り、「2003年問題」が浮上する。これに危機感を覚えた中小
ビルオーナーの会員が「中小ビル経営者研究会」を立ち上げ
た。また会員同士の情報交流を活性化するための「ビルキョウ
サロン」（三火会）がスタートすることとなった。

直近の10年（2009年～）

　直近10年の協会を巡るトピックスとしては、東日本大震災
とその後の協会対応が挙げられる。
　平成23年（2011年）3月11日に発生した東日本大震災後、
政府の節電要請に応え、東京協会では日本ビルヂング協会連
合会の中核団体として、ビル業界としての自主的な目標であ
る「節電のための緊急行動計画」のとりまとめに尽力した。
　また、平成24年（2012年）に「災害対応マニュアル2012
年版」と「防災ポケットブック改訂版」、同26年（2014年）に
「中小ビルのための事業継続計画作成支援ツール」と「災害
対応マニュアル2014年版」の作成を主導した。
　このほか、直近10年のトピックスでは、平成24年（2012
年）3月の一般社団法人への移行を前に、委員会の再編を行っ
たことが挙げられる。従来の9委員会と2つの研究会を統合し、
①総務委員会（従来の企画運営委員会）、②財務委員会、③
税制・企業経営委員会（従来の税制委員会と経営委員会を統

合）、④都市政策委員会（従来の建設委員会）、⑤管理委員会、
⑥国際委員会、⑦組織・広報活動委員会（従来の組織委員会
と広報委員会を統合）、⑧中小ビル事業委員会（従来の中小
ビル経営者研究会から昇格）、⑨地球環境委員会（従来の地
球温暖化対策研究会から昇格）―の9委員会体制とした。
　協会活動の柱でもある要望活動では、東京都予算や行政制
度に対する要望をはじめ、国に対する税制改正要望や予算要
望についてのとりまとめにも主体的な役割を果たしている。た
とえば、東京都環境確保条例に基づく大規模事業所のCO2総
量削減義務・排出量取引制度に対し、テナントビルとしての特
性を踏まえた制度の適切な運用などを強く要望してきている。
また、毎年1回、東京都都市整備局とまちづくりやビル事業の
諸課題についての意見交換などを行っているほか、「耐震化
推進都民会議」に参画して特定緊急輸送道路沿道建築物の耐
震化の推進に寄与してきている。
　環境問題に関しては、連合会と連携して、建築物省エネ法
における貸事務所業のベンチマーク制度、省エネラベリング
やグリーンリースなど新たな制度の会員への周知等に努めて
いる。
直近10年で新たに導入、あるいはスタートした会員向けの
サービスとしては、「東京協会会員マークの制定」や「会員ビ
ル紹介MAPの稼働」が挙げられる。
　グローバル化に対応した取組みでは、従来までの米国
BOMAとの交流に加え、韓国ビル経営協会やBOMA中国との
交流もスタート。また、中小ビルオーナーが主体となって東ア
ジアの都市を中心に巡る海外研修視察が2012年から実施さ
れるようになり、協会としての国際活動が広がりを見せている。

東京ビルヂング協会 80年の歩み

東京協会の会員マーク（横バージョン）
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●平成30年11月定例理事会
  （平成30年11月5日）
【報告事項】
（1）80周年記念行事開催要領について
　櫻井専務理事及び大内事務局長が東
京協会創立80周年記念行事開催要領に
ついて報告した。
（2）80周年史制作状況について
　新井次長が80周年史制作状況につい
て報告した。
（3）東西合同管理技術委員会実施報告
　日 理事（管理委員長）及び湯浅次
長が10月4日と5日に東京で開催された
東西合同管理技術委員会の概要につい
て報告した。
（4）韓国ビル事情視察報告
　森理事（国際委員長）及び岡本次長
が10月9日～11日に実施した韓国のビ
ル事情視察について報告した。
（5）�「低炭素社会づくり推進キャンペー

ン」講演会について
　金子参事役が平成31年2月6日に開
催する低炭素社会づくり推進キャンペー
ン講演会の企画案について報告した。
（6）連合会政策フォーラム実施報告
　金子参事役が10月12日に実施した連
合会の第7回政策委員情報交流会（政
策フォーラム）の実施状況について報
告した。
（7）国土交通大臣表彰受賞の件
　櫻井専務理事が、国土交通大臣より
碓氷前地球環境委員会委員長が第30回
住生活月間功労者表彰を受賞されたこ
とを報告した。
（8）新年賀詞交歓会日程について
　大内事務局長が平成31年1月10日に
新年賀詞交歓会を実施することを報告
した。

（9）�9月以降の事業活動・委員会実施
報告

　大内事務局長が9月理事会以降に開
催された事業活動・委員会開催状況に
ついて報告した。
（10）11月以降の事業活動予定について
　大内事務局長が11月以降の事業活動
予定について報告した。

●管理委員会（平成30年9月11日）
　オフィスビル見学会を行った。
　見学先は以下の通り。
1.　 YAHOO㈱　東京ガーデンテラス紀

尾井町　紀尾井タワー視察
　植田裕司氏（同社コワーク推進部部
長）よりご説明、ご案内いただいた。
2.　 ㈱日建設計「NIKKEN ACTIVITY 

DESIGN Lab」（NADオフィス）見学
　塩浦政也氏（同社NAD室長）よりご
説明、ご案内いただいた。

●中小ビル事業委員会
  （平成30年10月15日）
場所：東京ビルヂング協会内会議室
議題：以下のとおり
1. 今年度の委員会活動について
　今年度の委員会活動のテーマについ
て、最近頻発している自然災害に備え
るため、中小ビルの災害対応に焦点を
当てることとなった。
　具体的には、中小ビルオーナーの会員
を対象に災害対応の実態について「ア
ンケート調査」を実施すること。併せて、
地震や豪雨、台風の被害を受けた大阪
協会、北海道協会の協力を経て「ヒアリ
ング調査」を行うことが了承された。さ
らに、この活動テーマを、日本ビルヂン
グ協会連合会が来年6月に開催する定
時総会（福岡総会）前日の「中小ビルの
経営を考える集い」のテーマとして、同

連合会の政策委員（中小ビル振興担
当）へ提案することも確認した。
2.　 ニュージーランドビル事情研修視察

について
　 国 際 委 員 会 と 合 同 で 開 催 す る
「ニュージーランドビル事業研修視察」
（11月12日～同17日）の参加者が21名
となったことが報告された。

● 地球環境委員会（平成30年10月
15日、平成30年10月26日）

　不動産協会環境委員会WGとの合同
開催となった
場所：不動産協会会議室（霞が関ビル）
議題：以下のとおり 
1.　 東京都の温暖化ガス排出量取引制度

への対応
（1） 事務局より、東京都の温室効果ガ

ス排出量取引制度に関する前回委
員会以降の対応状況について報告
があった。

（2） 事務局より、東京都あて意見骨子
案が提示され、承認された。東京
都によるパブリックコメントが募
集された段階で、業界団体の動向
や対象事業者の意向等を踏まえ、
この骨子案をもとに委員長と事務
局とで調整の上、東京都あて意見
書を提出することとなった。

（3） 事務局より、排出量取引制度の対
象となる会員あて実施した追加ア
ンケートの報告があった。

2. エネルギー使用量の調査結果
　低炭素社会実行計画に伴い、毎年度
エネルギー使用量を調査しているが、
事務局より、今年度のビル実態調査に
おいて2017年度実績がまとまった旨報
告があった。
3.　 平成30年度低炭素社会づくり推進

キャンペーン講演会
　事務局より、平成31年2月6日に開催さ
れる講演会企画について説明があった。

理事会・委員会報告
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 （社）韓国ビル協会（KBOMA）は15
年以上にわたり毎年日本に東京・大阪
等視察団を派遣しており、東京ビル協
を中心に支援協力し、日本からも訪韓
団を何度か派遣している。今回は熱心
な先方の訪韓要請に応え、東京協会国
際委員会会社を中心に3年ぶり4回目の
訪韓を実現した。この結果、訪韓団は
KBOMAアレンジによる3件の充実した
ビル見学を実施するとともに、曺会長、
金副会長、趙事務局長を中心とした韓
国ビル協会の大変丁重なおもてなしを
受けた。
　一行は、団長 森浩生森ビル㈱取締役
副社長執行役員（東京ビル協国際委員
会委員長）、副団長 増岡聡一郎㈱鉃鋼
ビルディング専務取締役（同副委員
長）、東京ビル協櫻井専務理事のほか、
大阪協会からも大阪ガス都市開発㈱役
員の参加を得て、現地一部参加を含め
た総勢13名であった。

■見学先の概要
1. 統合型リゾート〜
パラダイスシティ視察（仁川市）
　わが国でも先の通常国会で統合型リ
ゾート（IR）整備法が成立し、IRへの関
心が高まっている中、日本から一番近

いIRであるインチョン・パラダイスシ
ティを事業実施主体であるセガサミー
社のご案内により見学した。
＜プロジェクト＞
● 統合型リゾートの開発運用の知見を

得ることを目的としパラダイス社と
合弁

　パラダイス社55%／セガサミー45%。
● 事業費；1兆5000億円
　カジノ、711室ホテル、スパ屋内外
プール、コンベンションで2017年4月
開業。
● 2018年9月に拡張オープン
　商業施設（プラザ）／6星デザイナー

ズホテル（59室）／大型本格スパ／ク
ラブ／アートギャラリー開設（残るファ
ミリーエンタテイメント施設を来年開
業予定）。
※ パラダイスグループ：カジノをはじめ、

ホテル、スパ、旅行、福祉文化財団を事
業分野に、韓国を代表する観光産業の先
進企業。中でもカジノは老舗で、韓国に
全17あるカジノの4つを経営（外国人専
用が16、韓国人向けは1つ）。

＜施設のコンセプト＞　
● いたるところにアート作品を配した、

アートとエンターテイメントの融合
● カジノゾーンは、外国客専用カジノ

　（一社）東京ビルヂング協会は、（社）韓国ビル協会（曺弘錫 CHO HONG SUK 会長：NOMURA RIFA CO. LTD
会長）の訪韓要請を受けて、10 月 9 日～ 11 日にソウル市ほかに訪韓団を派遣した。総勢 13 名。

韓国ビル協会訪問およびビル視察団報告

韓国ビル協会訪問
仁川カジノリゾートも視察

10／9（火） 早朝 羽田発→金浦空港→仁川市パラダイスシティ　視察後、ソウル市内へ。

10/10（水） 森ビル都市企画ソウル支店によるソウル市オフィス市況の説明→ビル視察、①KTエステート 統括管制センター、②
サムスン電子R&DキャンパスKBOMA主催交流懇親会

10/11（木） ビル視察 ③KT光化門ビル EAST棟→市内オプショナル視察（東大門デザインプラザ等）夕刻 金浦空港発→羽田

完成イメージ
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16のうち、一番大きい面積を有し、
施設・内装ともに本場マカオ、ラスベ
ガスにも引けを取らないグレード。

　またカジノ・ゲームの基本収益式に
ついても、レクチャーを受けた。

・�カジノの控除率は実は低い（5.25%
～約1%強）
・�総ベット金額×控除率�に基づく利
益計算式　
・�コンプ（VIP向け還元）の考え方�
等

＜コース見学＞
　カジノ・ゲーム場、客室、コンベン
ション、リラクゼーションフロア、（新
設の）プラザ、スパ棟、クラブ（棟、韓
国では盛んな若者に人気のコンテン
ツ）をスタッフの協力を得てご案内をい
ただいた。　　　　　　　

2. ビル視察会
ビル視察①
KTエステート社／KT統合管制センター
京畿道 城南市 盆草（ブンダン）区
　ソウル市から車で60min KTプラザ内

　Korean Telecomグループの不動産
事業会社：KTエステート社が運営する、
全国管理ビルを監視・管制する全体マ
ネジメントの「統合管制センター」に関
する説明をデモと合わせて受けた。同
センターは今年8月31日拡張オープン
したばかりの施設である。同社はICTを
活用して資産運用管理で差別化するこ
とを標榜しており、スマート統合管制と

は、従来マンパワー中心のファシリティ
マネジメントをICTシステムの活用によ
り省力化、遠隔制御するというもので、
統合管制センター、巡回技術チーム
（車両）、ビルサイト管理者を、現場
ウェアラブルカメラ、3Dビューアー、
GIS支援等のIoTを駆使して連携させ、
24時間364日稼働させている。
　また、韓国でもいかに節電していくか
が社会的要請となっており、統合管制
センターが、各ビルをデマンドチェック
し、節電指示する機能がある（スマート
IT技術）。数年間で、エネルギー10%、
マンパワー32%節減を実現したとのこ
とである。
ビル視察②
サムスン電子 ソウルR&Dキャンパス　
　サムスンリサーチセンターとして、サ
ムスン電子のソフトウェア、デザイン、
付帯サービスの人たちが働くキャンパ
ス型施設。研究室101室、保育所300人
規模。
　社長よりも高給取りが何人もいると
いう優秀なR&D研究員の都市部近郊地
での確保、つなぎ留めのため2015年10
月設立。最高度のセキュリティとともに

KT プラザ

キャンパス棟

KT 統合管制センター
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健康経営のための付帯施設が充実して
いる。全延面積355,000㎡、2つのキャ
ンパスエリア含む連立団地計9棟で入
居4,133人。キャンパスの10%が外国
籍者。
　ここを管理するS1（エスワン）コーポ
レーションは、サムスンがセコムと合弁
で作った保安会社で、近年サムソン系
列会社からビルのマネジメント業務を
引き継いでいる。　
　携帯電話を利用した施設管理、点検、
巡察を実施している。
ビル視察③
KT光化門ビル 東館
・ 延床面積15,479坪（容積率998.87%）
・ 建物階数B6階～25F、高さ110m　　

地上25階、地下6階、2015年竣工。

　ビジネス中心部で、最高格立地の光
化門付近にありながら、低層部と屋上
を市民に開放して公共性を確保し、青
瓦台（大統領官邸）、景福宮など歴史景
観を一望する建築物で、周辺建物との
調和を考えたランドマークビル。　　
設計にイタリア人レンゾ・ピアノ氏を起
用。建物に賃貸はなく自社グループ施
設ながら、社員が働きたくなるための
日本のオフィスビルにも共通するさま
ざまなビジネスサポート機能を取り入
れている。環境配慮建物で、LEEDゴー
ルドを取得。
　韓国で、先鋭的デザインを競う財閥
系本社ビルを別にすれば、全般スペッ
ク・運用に於いて、或る種代表的な先進
モデルビルを見ることができたと考え
る。全面LED照明、太陽光システムはも
とより、氷蓄熱システム、（韓国では日
本よりポピュラーな）地中熱、窓ダブル
ススキンシステムを韓国で最初に導入
（内部に太陽高度感知センサ連動ブラ
インド付）などがある。

■交流懇親会
　曺会長、金副会長等理事格10名を含
む23名の参加によるKBOMA主催の懇
親交流会が催された。
　国賓接待や政治会談場所として名声
を博した、伝統韓屋文化空間「三清閣」
を舞台に、楽団演奏や会食等手厚い歓
待を受けた。

（おわりに）
　ビル見学においてはビル側CEO、エ
グゼクティブ格のマネジメントの案内
により、短いブレイクタイムを提供いた
だきながら、和やかに準備多くお受入
れをいただき、韓国のビル運営におい
て大切に考えている事柄を窺い知るこ
とができた。
　なお、この帰国後、徴用工裁判問題
により、現在両国間の感情は高度に
ナーバスな状況となっているが、先方
の日本および日本のビルに対する高い
関心と礼節の気持ちを疑う場面は一切
なかったことを付言したい。

韓国ビル協会訪問およびビル視察団報告
韓国ビル協会訪問、仁川カジノリゾートも視察

屋上はルーフガーデン。
中間 12F－13F は会議室等業務支援施設
地上ロビー
B1は接客ラウンジ、
B2 は社員用レストラン
B3-5 は駐車場
B6 階は機械室

CEO を交えた丁寧な意見交換会

三清閣 曺（CHO）会長と、森団長、増岡副団長
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ビ ル キ ョ ウ サ ロ ンビ ル キ ョ ウ サ ロ ンビ ル キ ョ ウ サ ロ ン
　（一社）東京ビルヂング協会では、会員及び賛助会員が自由に集まり、情
報交換する場として、毎月第３火曜日に「ビルキョウサロン」（三火会）を開催
しているが、毎回講師をお招きし、勉強会を兼ねた懇親会として大盛況となっ
ている。ここでその講演の一部を紹介する。

　当社の本社は名古屋市で、東京・品川
区に首都圏本部を置いています。建物の
排水管の更生工事を手掛けている会社で
す。
　建物の排水管では、タテ菅（本菅）か
ら枝分かれした枝管分岐部が漏水を引き
起こす一番の問題部分になっています。
タテ菅と継手のネジ部がありますが、こ
のネジ部が痛んで漏水するケースや、ス
テンレスブレードホースを入れて管内を
洗浄した際にホースと継手の摩耗で継手
が傷ついて（洗浄痕）漏水するケースが
多く見受けられます。
　こうした配管を補修する工事にはいく

つかの種類があります。一つ目が配管を
新しく取り替える“更新”工事。二つ目は
既設の配管の内面を樹脂等でコーティン
グする“更生”工事です。
　そして、3つ目として当社の特許工法
である“特許更新”工事があります。既
設配管の中に新しい菅をつくる「FRPサ
ポーター工法」という工法で、FRPとは繊
維と樹脂によってプラスチックの強度を
著しく向上させた「繊維強化プラスチッ
ク」のことです。強度繊維との複合体で
あるためボートや受水槽、防刃ベストな
どに使われていて、ライニング本来の目
的である防錆による配管の延命に加え、
穴の開いた排水管であっても穴を塞ぎ、
菅を補強することができます。
　工事の手順ですが、まずはタテ管の管
内を専用のマシンで吸引タービンジェッ
ト洗浄し、下地処理研磨します。次にタ
テ菅のFRPライニングを施していきます。
パイプ成形機にエポキシ樹脂含侵ライ
ナーを充填し、菅内の下階から上階に向

けて反転挿入していきます。内部から空
気圧をかけて管内に強く貼り付けていき、
加えてパイプ形成後、加熱プラントによ
る温水を循環させてライニングの強度を
向上させます。
　これで既設管の中にFRPの自立菅が出
来上がります。ただ、この時点では排水
合流部も一旦塞がった状態ですので、菅
内カメラとロボットで枝管分岐部を割孔
し、枝管部分の錆こびを研磨し、吸引高
圧洗浄します。その後、枝管分岐部をロ
ボット施工により反転ライニングしてい
きます。最後に、菅内カメラ検査と配管
接続、通水検査を行って、工事完了とな
ります。
　メリットとして、通常の更新工事に比
べ、騒音や粉塵等が少なく、テナントの
専有部に入室することなく、夜間や休日
に施工できる点が挙げられます。
　詳細・問合せは、同社首都圏本部営業
部（03－3440－6401）まで。

　本日のテーマである「グリーンリース
普及促進事業（助成事業）」は、平成28
年から今年度までを募集期間とする助成
制度です。東京都内の中小テナントビル
の所有者とテナント等事業者が協働して
グリーンリースを実施することを条件に、
設備改修費用の一部を助成するというも
のです。
　助成対象事業者は、都内の中小テナン
トビルを所有する中小企業者等ですが、
自己資金の調達が難しい場合や初期投資
を抑えたい場合などを踏まえ、リース事

業者またはESCO事業者と共同で申請す
ることも可能です。ただし、申請するテ
ナントビルの地球温暖化対策報告書を提
出することが求められます。
　助成対象事業については、中小テナン
トビルの所有者とテナント等事業者が省
エネ改修に関するグリーンリース契約を
締結し、実施することが条件になります。
グリーンリース契約とは、省エネなど環
境負荷の低減や執務環境の改善について
契約や覚書等によって自主的に取り決め
ることです。たとえば設備改修による光
熱費に関するグリーンリース契約を結び、
設備改修によって削減された光熱費の恩
恵をビルの所有者とテナントの双方が受
けるというものです。
　また、助成対象事業には、省エネ改修
実施後の当該中小テナントビルのベンチ
マーク評価がA2（A2-）以上になること
が見込まれること、という条件が付いて
いる。ベンチマークは、地球温暖化対策

報告書の膨大なデータから業種ごと（30
業種）の平均的な年間CO2排出量を原単
位化し、平均値との比較で7段階15レン
ジ（A4～C）に分類したもの。中小規模
事業所が自らのCO2排出量水準を把握す
ることができる。また、省エネ後の効果
診断については「省エネ改修効果診断
ツール」を用いて、設備改修後A2以上に
なるかを確認することになります。
　助成対象経費は、調査費用は助成率
1/2で、上限が100万円。設備改修費用に
ついては助成率1/2で、上限4,250万円
（調査費用含む）です。
　今年度の申込みですが、28年度からの
通算で第5回目となる申込みが10月1日か
ら来年1月15日まで実施しています。
　助成事業についての問合せは、東京都
環境局地球環境エネルギー部（03－
5388－3443）まで、申込みについては
東京都地球温暖化防止活動推進センター
（03－5990－5089）まで。

ビルキョウサロン（7月17日開催）

ビルキョウサロン（6月19日開催）

「グリーンリース助成金」を活用した
中小テナントビルの設備改修等
について

東京都�環境局�地球環境エネルギー部
地域エネルギー課�課長代理

清水�祐一郎�氏

「排水管更生工事について」
～更生工事を採用する際に検討すべき
こと～

㈱P・C・Gテクニカ�首都圏本部�係長
惣佐�龍太郎�氏
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東京都「総量削減義務と排出量取引制度」の
改正について（意見書の提出など）

　東京都環境局より、「総量削減義務と
排出量取引制度」に関する改正事項（第
3計画期間（2020～2024年度）に適用
する事項）についての意見募集（パブ
リックコメント）が実施されたことを受
けて、意見書を提出しました。
　本改正については、当協会より東京都
環境局に対し、十分な協議・調整を申し
入れ、地球環境委員会を中心に、対象事
業者（年間エネルギー使用量が原油換算
で1,500kL以上の事業所を所有）へのア
ンケート、これを踏まえた東京都有識者
検討会での意見陳述、東京都担当官を招
いての制度説明会等を実施しました。
　これらにより、当初原案では変更を予
定していた基準排出量について、過去の
努力を正しく評価すべきとの当協会等の
意見により、従来に戻し、変更しないな
どの改善がみられましたが、依然として
課題が残っているため、以下のとおり意
見書を提出しました。
　今後、東京都はパブコメを受けて最終
的な第3計画期間の制度を固めることに
なります。なお、パブコメの対象となっ
た制度改革案は以下をご覧ください。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/
climate/large_scale/overview/
after2020/pc.html

［意見書］

1. 検討の進め方について
　地球環境対策の重要性は認識するが、
その実現にあたり、大規模オフィス等の
所有者という一部のものだけを対象にし
て、経営上の多大な負担（場合によって
は排出量の強制的・罰則的買取という負
担）を負わせる制度の運用内容の決定に
際し、負担を負う側を検討の場（「削減
義務実施に向けた専門的事項等検討会」、

以下「検討会」）に委員として参加させ
ず、意見を十分反映しないままパブリッ
クコメント案が提示されたことは大変遺
憾である。
　制度創設時は、関係者会議（ステーク
ホルダーミーティング）を設け、2期目の
検討においては、都議会により関係業界
からの意見聴取が行われたが、今回は、
当協会など業界団体への事前相談がない
まま、本年3月28日の検討会において、
2020年以降の削減義務率等を突然公表
した。
　当協会など業界団体からの抗議を受け
て、本年6月26日の検討会にて事業者か
らの意見を聴取したが、その意見を踏ま
えた検討が十分になされないまま、制度
の重要事項が決定されようとしている。
　今回の検討プロセス及び決定内容につ
いては、当協会の会員が納得するような
状況にはない。

2. 今回のパブリックコメント案
　 について
　この結果、今回の案については、削減
率について事業者が適正な努力により達
成可能であるかの十分な検証がなされて
おらず、また、事業者が強く求めるバン
キングの期限撤廃等の要望も取り入れら
れていない。
　これら数値等の各論点については、個
別意見のとおりである。
　なお、こうした制度運用の結果、排出
量取引市場がどのようなものとなるかの
見込みが示されておらず、さらに排出量
取引市場が高騰するなどの事態が生じた
場合の安定化措置が設けられているもの
の、実効性があるものとはいえない。

3. 再生可能エネルギーとの関係
　今回、再生可能エネルギー拡大のために

排出量取引制度を用いようとしているが、
排出量取引による厳しいキャップ設定に
より再生可能エネルギーの拡大を図ろう
とすることは制度の趣旨になじまない。
　高い削減義務率を設定し、事業者が自
ら削減義務が達成できない場合、再生可
能エネルギーの導入をもって削減義務の
達成に代えることが可能であるならば、
削減義務が非現実的なレベルのもので
あっても事業者は対応可能であろうとい
う考えがあるように思われる。
　本来、削減義務の水準は事業者の取り
組みを促すような水準に設定すべきであ
り、再生可能エネルギーの促進方策とし
て用いることにより、目標が非現実的な
ものとなることは容認できない。

4. 結び 
　当協会は第1期、第2期において、省
CO2に努力を重ねてきたが、その努力が
十分に評価されないことは極めて残念で
ある。
　パリ協定をはじめとする環境対策の世
界的潮流（ESG投資と環境ラベリングに
よる市場誘導等）を見据え、また第1期、
第2期の科学的検証を踏まえた、実現可
能で合理的内容とすること、そして、負
担を負う側が納得できるものとすること
を強く求める。
　今回は第4期の値等は決めないものと
理解しているが、第4期の検討には、少な
くとも事業者側の委員を置くとともに、
制度のこれまでの効果の分析を適切に行
い、実効性ある現実的なものとすること
を強く要望する。

東京都による制度説明会の様子
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＜数値等の各論点についての個別意見＞
意見① 基準排出量
　「制度開始当初（2010年4月1日）の時
点で削減義務の対象であった事業所」およ
び「第1・第2計画期間の途中から新たに削
減義務の対象となった事業所」に対する基
準排出量については、今回提示案のとおり、
「第2計画期間に適用されている基準排出
量をそのまま継続」すべきであって、排出
基準年度を変更すべきでない。
（理由）排出基準年度を変更した場合、ビ
ル事業者による過去の努力が正しく反映さ
れない。
意見② 削減義務率
　第3計画期間における削減義務率（区分
Ⅰ－1 27%、区分Ⅰ－2 25%）については、
ビル事業者が適切な努力で達成可能な水
準に引き下げるべきである。
（理由）有識者検討会において点検表によ
り省エネ余地を検証しているとのことであ
るが、事務局による説明によると「平均
値」を使っており、これでは相当数の事業
者には達成困難となる。また、実態は、
バックキャストによる設定削減率を追認す
る作業という性格が強く、実現可能性の検
証がされていない。
意見③ 削減義務率
　区分Ⅰ－2（オフィスビル等のうち、他人
から供給されたエネルギーを多く利用して
いる事業所）の削減義務率25%をさらに下
げるべきである。
（理由）区分Ⅰ－1（オフィスビル等、削減
義務率27%）と比較し、自己熱源を所有し
ない区分Ⅰ－2の削減余地が極めて少ない
ことを考慮し、区分Ⅰ－1との義務率の差を
さらに拡大すべきである。
意見④ 削減義務率
　削減義務率の履行に向けて、テナント削
減努力を促すための支援措置を創設すべ
きである。
（理由）賃貸オフィスビルの総量削減につ
いては、エネルギー使用量の過半に関わっ
ているテナントの協力が不可欠であり、テ
ナントあて努力義務だけでは不十分である。
意見⑤ 削減義務率
　東京オリンピック・パラリンピック等に
向けて稼働率増加が見込まれるホテルの割
合が高い複合用途ビルについて、新たな削

減緩和策を設けるべきである。
（理由）東京オリンピック・パラリンピック
等によるホテル稼働率増加により、オー
ナー努力にかかわらず、大幅な排出量増加
が見込まれるため、対応策が必要である。
また、ホテルのサービス低下にも繋がりか
ねない。
意見⑥ 新たに削減義務の対象となる事業
所の取扱い（新規事業所の取扱い）
　「第3計画期間の途中から新たに削減義
務の対象となる事業所」の基準排出量設定
について、今回提示案のとおり、第1・第2
計画期間と同様に「過去の排出実績」に基
づく方法と「排出標準原単位」に基づく方
法のいずれかを選択できるようにすべきで
ある。
（理由）最新ビルの削減余地が既存ビルと
比較して少ないことに配慮し、「排出標準
原単位」方式も選択可能とすべきである。
意見⑦ 新たに削減義務の対象となる事業
所の取扱い（新規事業所の取扱い）
　「第3計画期間の途中から新たに削減義
務の対象となる事業所」および「第1・第2
計画期間の途中から新たに削減義務の対象
となった事業所」に対して、今回提示案の
とおり、段階的削減義務率を設定すべきで
ある。
（理由）最新ビルの削減余地が既存ビルと
比較して少ないことに配慮し、経過措置を
設けるべきである。
意見⑧ 新たに削減義務の対象となる事業
所の取扱い（新規事業所の取扱い）
　第3計画期間の途中から新たに削減義務
の対象となる事業所については、提示案に
よる「原則、第2計画期間の削減義務率
（17%又は15%）」ではなく、「第1計画期
間の削減義務率（8%又は6%）」を第3計
画期間の初年度から通期で適用すべきであ
る。
（理由）最新ビルの削減余地が既存ビルと
比較して少ないことに配慮すべきである。
意見⑨ トップレベル事業所認定の仕組み
－削減義務率の減少
　現行の削減義務率減少制度に加え、削減
余地が極めて少ないと認定されたビルを対
象として、削減義務率をゼロとする制度を
創設すべきである。
（理由）ZEB ready等削減余地が極めて少

ないと認定されたビルにインセンティブを
付与すべきである。
意見⑩ トップレベル事業所認定の仕組み
－認定基準等の見直し
　ビル事業者の努力が正しく評価できるよ
う制度の改善を図るべきである。また、認
定基準が煩雑で極めて申請コストが高いの
で、簡素化や低廉化を図るべきである。そ
の 一 環 と し て 、環 境 認 証（ 例 え ば 、
CASBEE、LEED等）をトップレベル認定に
おいても評価の要素となるよう措置すべき
である。
（理由）トップレベル認定に要する作業量、
費用が膨大なものとなっていることが制度
の根本的な問題である。
意見⑪ 再エネクレジットの取扱い
　太陽光、風力、地熱、水力を対象とする
認証電力量の換算値は、今回提示案の
「1.0倍換算」でなく、現行どおり「1.5倍換
算」とすべきである。
（理由）再エネクレジット価格は依然とし
て高額であり、インセンティブ付与が必要
である。
意見⑫ バンキングの仕組み
　バンキングを「翌計画期間までに限り」
可能とするのでなく、利用期限を撤廃すべ
きである。
（理由）バンキングに期限がある場合、削
減努力を後ろ倒しすることとなり、早期削
減を促すことと矛盾する。また、本来は、
事業者が超過達成した削減量は取引の対
象としうる財産性を持つと考えられ、期間
の経過で消滅するのは取引対象としている
ことと矛盾している。
意見⑬ バンキングの仕組み
　現行のバンキング制度に加え、ボローイ
ング制度（当該期間で削減目標を達成でき
ない場合であっても、翌期で見込まれる削
減分の一部を前借して義務履行する制度）
を創設すべきである。
（理由）オフィスビルは、そのライフサイ
クルに応じて、一定の間隔で大規模な設備
更新などが求められるという特徴を持つが、
前倒しを求めるだけでなく、15年、20年の
周期で行われる設備更新を促進するにして
も計画的な対応を可能にする制度が必要で
ある。
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10月4日合同会議

各社による報告
議題「ビルの災害対策・BCPについて
の最新状況（アップデート）」
　前回の東西合同委員会開催後、6月に大
阪北部地震が発生し、7月には西日本豪雨
に見舞われ、9月には台風21号が猛威をふ
るい関西国際空港が閉鎖され、また北海道
では胆振東部地震が発生し、全道でブラッ
クアウトとなり大混乱を来したのは記憶に
新しいところである。各社の事前の予測や
準備を超えた想定外のことも起こり、非常
に熱のこもったたくさんの事例報告が各社
よりあった。

（1）大阪北部地震時の状況
　　6 月 18 日 7：58 発生
①エレベーター
・ EV全台停止、閉じ込め1件。EV閉じ込め

2件、30分で救出。EVの閉じ込め2棟7人。
EV全台（26台）停止、閉じ込め1件、36
分後メーカーにより救出等、市内主要部
ビルはトラブル多数発生（大阪）

・ 閉じ込めが発生しなかったため、公共的
テナントにも関わらずEV会社の復旧作業
が後回しになった（大阪）

・ 出勤時のため、電車に閉じ込められ、通
勤不能社員続出（大阪）

・ 多くの建物の復旧を優先するため、各ビ
ル1台（バンク毎）の復旧を原則（大阪）
②安否確認
・ 9：40在阪役職員および海外赴任家族の

無事を確認（大阪）
・ 社員の出社状況　通勤途上約50%、出社

率88%（うち94%が午前中出社）、34%
が徒歩出勤（大阪）

・ 携帯がつながり難く、メールやラインを
活用（東京）
③被災度判定システム

・ システム「揺れモニ」で瞬時に安全確認
でき東京でもデータを把握（大阪）

・ 「震度4」の安全判定を受け、判定を館内
放送、非構造材を含め目視にて点検実施
（大阪）

（2）台風 21号時の状況
　　9 月 4 日 大阪市内最大瞬間風速
　　47.4m/s 14:03
・ 屋上設置の点検用グレーチング（2m×

1m 60kg）4枚が屋上・敷地内に飛散、
外壁仕上げ材飛散・落下、屋上塔屋に設
置された換気ダクト（1.6m×1.6m×
30m）が飛ばされ屋上部分に落下（大
阪）

・ 屋上動力盤倒壊・室外機カバー飛散・風
向計倒壊・防水シート破損等風による被
害が続出（大阪）

・ 倒木、枝折れの植栽被害が多数発生→立
て直しできないものや歩道や車道に倒れ
たものは伐採し撤去（大阪）

（3）北海道胆振東部地震時の状況
　　9 月 6 日 3 時 7 分発生
・ Mビル1Fのスペースを提供し90人の帰

宅困難者を受け入れ。就業者をイメージ
していたが日本語の通じない外国人観光
客がほとんど（東京）

・ 札幌市と共同でスマホの充電コーナーを
設置したところ、数千人が並んだ。1人5
分時限で運営

・ 関連会社で札幌市内に複数ホテル所有・
運営しているが、ブラックアウトにより
復電まで最短でも丸1日かかった（東京）

（4）台風 24 号時の状況
　　9 月 30 日未明
・ 都内ビルで16階の窓ガラスが割れた（東

京）
・ ビル最上層にある3m×1.5mのガラスの

　（一社）東京ビルヂング協会・管理委員会と（一社）大阪ビルディング協
会・技術委員会は、毎年春季と秋季の2回、合同委員会を開催し、共通する
テーマを掲げ、報告・協議を行っている。第1回は昭和49年であり、今回で86
回目を迎える合同委員会には、東京協会・日 秀行委員長（サンケイビル）以
下委員13名、大阪協会・近藤隆士委員長（JR西日本不動産開発）以下委員17
名、櫻井専務理事等9名の計39名が参加し東京で開催された。10月4日に「ビ
ルの災害対策・BCPについての最新状況（アップデート）」について各社より
報告を行い、翌5日には「東京ミッドタウン日比谷」の見学を行った。

第86回
東西合同管理・技術
委員会報告

日 管理委員長 近藤技術委員長 台風 21号時の D ビル前面道路の状況
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塊が50m下に落下し大惨事の恐れ。鉄道
が計画運休したため大惨事にならなかっ
た。台風・降雪は予知可能であり、交通
インフラが止まると被害は少ないことを
実感（東京）

（5）災害を受けて見直した対策、
　　及び最近導入した対策、課題等　
①エレベーターの閉じ込め対応
・ 籠内防災キャビネットには携帯用充電機

も配備（東京）
②緊急出社体制と連絡手段
・ 「スマホのバッテリー残量が心配だっ

た」との声を受け、スマホ支給社員には
充電器も支給（東京）

・ 旗艦ビルから2.5km圏内に防災要員120
名のための社宅（東京）

・ 震災発生時の初動対応を速やかに行うた
め、宿直制度を導入し運用を開始（東
京）
③�帰宅困難者対応に関する今後の課題（東
京）

・ テナント、帰宅困難者を含めたボラン
ティアの確保、医師・看護師の確保

・ 帰宅困難者受け入れ可能人数を超えた場
合及び、受け入れ期間（72時間）経過後
の帰宅困難者退館誘導
④災害備蓄品（東京）
・ 社員・協力会社、テナント、帰宅困難者、

近隣町会等向け、きめ細かく食料約10万
人分を備蓄
⑤被災度判定システムの活用
・ 高層ビルだけでなく、築古の中低層のビ

ルにも順次導入（東京）
・ 構造計算やゼネコン確認で問題なくとも

数値の設定では危険信号が出るケースが
あり、精度向上が継続的課題（東京）

・ 被害状況把握・対策指示システム（WEB
上）を新たに導入し、リアルタイムに各
物件の被害状況を確認の上、同システム
を通じて対策本部からの指示・伝達を実
施（東京）
⑥異常な豪雨災害への対応
・ 計画中のビルでは電気室・非常用発電機

は中間階に、防災センターは2階に変更を
検討中（東京）

・ 防潮板の設置訓練を実施（東京）
・ 一部のビルの地下階に防水シャッターを

設置。設置までに時間と人手を要した従
来の防潮板と比べ、設置までの負担が軽
減された（東京）

10月5日見学会
東京ミッドタウン日比谷
「日比谷三井タワー」

　村上管理委員会副委員長を始めご担当
から、開発経緯・物件概要を
ご説明いただいた後、地下1
階の三信ビルアーケードの
特徴的なデザインをモデュ
ファイした日比谷アーケード、
1階の日比谷ステップ広場、
アトリウム、6階のビジネス
連携拠点である「BASE Q」、
及びスカイガーデン、オフィ
ス最上階34階の事務室を見
学した。
　東京ミッドタウン日比谷は、

映画館や劇場に隣接した地区で、日比谷三
井ビルディング（旧三井銀行本店）と三信
ビルディングの跡地を再開発し建設された。
地上35階建て（高さ約192m）、敷地面積
10,700㎡、延べ床面積は約18万9,000㎡、
賃貸オフィス（34～9階）や、大企業とベ
ンチャー企業の連携を促すインキュベー
ション施設に加えて、商業施設部分に全60
店のテナントが入居している。所有・管理
運営は三井不動産であり、日比谷地区の文
化的価値を高める拠点とする意向である。
野外には日比谷の賑わいの中心となる日比
谷 ス テ ッ プ 広 場 、4 ～ 5 階 に 映 画 館
「TOHOシネマズ日比谷」、6階には日比
谷公園を一望するパークビューガーデン、
9階にはオフィスロビーがある。
　地下のアーケードをアールデコ風にする
など、三信ビルディングの意匠を一部取り
入れている。またビルの外観に曲線を使っ
た「ダンシングタワー」というコンセプト
は、近くの内幸町にかつて存在し、舞踏会
が多く開かれた鹿鳴館を意識している。

日比谷ステップ広場を望む
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