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次世代を担う会員が
切磋琢磨している姿に感銘

―まず、日本ビルヂング協会連合会の会長に就任された感想
とビル業界の印象について聞かせてください。
木村会長　30年ほど前、日本ビルヂング協会連合会の会長を
されていた髙木丈太郎さんの秘書を務めていました。連合会
の会合や懇親会に随行すると、住友不動産の安藤太郎さんを
はじめとする当時の不動産業界の重鎮の方々や理事のビル
オーナーの方々から気軽に声をかけていただき、ご指導いた
だいた思い出があります。
　その後しばらくビル協会の活動から離れていましたが、会
長として戻ってきて受けた印象は「ビル業界の世代交代が着
実に進んでいる」ということ。そして、「次世代を担う会員が
問題意識を持って切磋琢磨し、活発に活動している」というこ
とでした。連合会総会での「中小ビルの経営を考える集い」や
個々の協会の活動等を通じ、プロパティマネジメントについて、
あるいはエリアマネジメントについての知識を深めたり、世の
中がどう変わっていき、ビル業界はどうあるべきなのかといっ
たことを真剣に考えている姿に感銘を受けました。

2020年は大きな転換期、
生産性向上に取り組む

―2020年はどのような一年になると考えていらっしゃいます
か？
木村会長　今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催
されます。国として最大のイベントであり、きちんと対応する
必要がありますが、オリンピック・パラリンピックはあくまで
も通過点に過ぎません。オリンピック・パラリンピック以降、

日本の経済や社会情勢がどうなっていくのか。短期的な見方
はできても、状況変化も激しく、中長期的に予想することはそ
う簡単ではないというのが現状でしょう。
　そういった観点から、2020年はひとつの大きな転換期にな
ると感じています。ビル業界にとっても例外ではなく、AIや
IoTの進展、新しい考え方や新技術の開発によってビル経営は
さらに進歩していくはずです。
　稼働している資産をいかに効率的に管理・運営していくの
かというビル業界のテーマに加え、日本の大きな課題となっ
ている生産性の向上をどうやって実現していくのかということ
をベースに置きつつ、常に意識しながら、連合会をあげて考え
ていく一年になるのだろうと感じています。

世界の中核都市として
確固たる地位を目指す

―連合会活動の抱負や方向性を教えてください。
木村会長　昨秋、英国とドイツの2か国を訪問しました。英国
では4年ぶりにロンドンを訪れたのですが、テムズ川の南側は
再開発が進み、火力発電所や工場、倉庫があった場所にオ
フィスビルや商業施設、住宅などが建っていて、不動産開発
が活発化している印象を受けました。また、それと同時にロン
ドンはブレグジッド（英国のEU離脱）の影響はないのかとい
う疑問が湧いてきました。改めてロンドンという都市を考えた
時、世界の金融シティーとして、またサービスシティーとして
確固たる地位を確立しているのだということを再認識しまし
た。ロンドンには金融やサービスを展開するための人材が集
まっているということです。ブレグジッドによって金融機関な
どは一部EU側に機能を移さなければなりませんが、本拠地は
相変わらずロンドンに残すことになるわけです。

2020年新春特別企画・木村惠司会長インタビュー

全国19協会の会員と
連携し、都市づくり・
まちづくり推進
日本ビルヂング協会連合会
東京ビルヂング協会　　　 会長 木村 惠司
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　一方、ドイツではミュンヘンを訪れたのですが、ロンドンの
ような都心集中型ではなく、郊外型の都市が形成されていま
した。これは、車社会で交通網が整備されているというドイツ
特有の事情を表しています。また、地球温暖化対策の取組み
をみても違いがあって、ロンドンでは都心に自動車を乗り入れ
てはいけないという規制があり、ロンドンのオフィスビルには
相当数の自転車を停めることができる駐輪場が整備されてい
ました。その一方、ミュンヘンでは車社会を反映し、多くの自
動車が停められる駐車場がオフィスビルに付いていました。
　国によって違いがあるものの、各々の都市が特徴を持って
発展していくことが大事です。日本も世界の都市に負けては
いけません。アジアのヘッドクォーターとして、世界の中核都
市として、都市の機能を高めていかなければならないと痛感
しました。

地方創生・都市づくりに向け、
全国19協会で推進

―日本の都市づくり、まちづくりについてのお考えは。
木村会長　東京の大都市としての魅力と地方都市の魅力を両
立させていかなければなりません。地方創生といわれていま
すが、地方創生とは地方における都市化、都市づくりによって
支えられるものだと思っています。地方の都市化とは、働く場
所があって、公共サービスが受けられ、交通インフラが整備さ
れている、いわゆる「コンパクトシティ、スマートシティ」の
形成を目指していくことです。
　地方の都市化ということで一番課題になるのは雇用です。
いろいろな取組みが各地で展開されていますが、地方創生を
強力に推進していくためには、政府が世界的な研究所を誘致
するなど、インパクトがあって、起爆剤となるプロジェクトを
各エリアに誘導していく必要があると感じています。そうした
プロジェクトを核にして、企業が集積し、雇用が創出されると
いう好循環につながっていくからです。
　地方の都市化、都市づくりを巡っては、投資や雇用等の面
を含め、全国19のビル協会が果たす役割は大きく、ビル業界
はますます重要な産業になっていきます。
　今年は、連合会として都市づくりの試金石となる年だと感

じています。連合会80周年を迎え、全国19協会とともに関係
団体とも連携しながら、政府等に対する働きかけを活発化し
ていきたいと考えています。

オリパラではスポーツの魅力を発信へ

―昨年はラグビーワールドカップで盛り上がりましたが、今
年の東京オリンピック・パラリンピックに期待することは。
木村会長　ラグビーワールドカップは大変盛り上がりました。
やはり世界一流のプレーは既存のファンを惹きつけただけで
なく、新たなファンの掘り起こしにもつながりました。
　オリンピック・パラリンピックでも、様々な競技においてス
ポーツの魅力をアピールしていってもらいたい。そうすること
で、海外や国内からの観戦が一層増え、大いに盛り上げってい
くはずです。ただ、暑さが心配です。暑さ対策を万全に、サイ
バーテロをはじめとする危機管理も徹底し、無事に全日程を
終えることを願っています。
――前回のオリンピックの思い出はありますか？
木村会長　前回のオリンピックは、17歳の時でちょうど大学
受験にぶつかっていました。マラソンの円谷選手、100mのヘ
イズ選手、東洋の魔女のバレーボールをテレビ観戦したくら
いで、ほとんど観ていないというのが正直なところです。そう
いうこともあり、今回は是非観戦したい。世界の一流選手のス
ピードやパワーを体験したいと思っています。

――休日の過ごし方、趣味について
木村会長　いろいろなことにチャレンジしたいと思っている
のですが、逆に多くのことをやり過ぎて中途半端になっている
ところもあります。
　そうした中で、最近はカメラに凝っています。ある人に勧め
られて2年ほどですが、写真展にも出展しています。また、ド
ライブも大好きなので、ドライブで訪れた先々で四季折々の
風景写真を撮っています。
　カレンダーの写真だったのですが、富士吉田にある神社の
神殿とその境内の桜、富士山が写った素晴らしい写真を見ま
した。今年の目標ですが、そのカレンダーと同じアングルの風
景を撮りたいと思っています。
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1. 開発概要

「The Okura Tokyo」概要
　前回の東京オリンピックの2年前、
1962年にホテルオークラ東京は開業い
たしました。以来、ホテルオークラ東京
は55年以上の永きにわたり「和のここ
ろで世界をもてなす」という信念のも
と、日本を代表するラグジュアリーホテ
ルとして世界各国の賓客をもてなして
きました。
　2014年の建替え計画発表後、2015
年8月に本館の営業を終了し、解体工事
を経て2016年より新築工事を着工いた
しました。そして昨年7月、本年開催さ
れる2度目の東京オリンピックを前に
「The Okura Tokyo」として新しく生
まれ変わりました。
　約2.6haの敷地に、
地上41階建の高層棟
『オークラ プレステー
ジタワー』と、地上17
階建て中層棟の『オー
クラ ヘリテージウイン
グ』の2棟構成の建物
（2棟は低層部で繋
がっており建築基準法
上は1棟）となっており

ます。『オークラ プレステージタワー』
はオフィス・ホテルの複合用途、『オー
クラ ヘリテージウイング』は全てホテ
ルとして利用され、隣接の大倉集古館
と共に内外の賓客を迎える象徴として
の広場「オークラスクエア」を囲む形で
配棟されています。
　施工は大成建設株式会社。設計は大
成建設株式会社設計本部が設計統括と
なり、全6社による共同設計体制で、そ
の中には、ホテルオークラ東京 本館ロ
ビーを設計した谷口吉郎氏のご子息で
ある谷口吉生氏も参画しています。
公園まちづくり制度を活用し、広大な
緑地空間を創出
　当初、ホテルオーク
ラ東京 本館のあった
本件敷地は「霊南坂公

園」として敷地全体に都市計画公園の
指定（昭和32年）を受けておりました。
そのため、建築制限があり本館の積極
的な建物更新がままならず課題となっ
ていましたが、そんな状況に変化をも
たらしたのが「公園まちづくり制度」の
創設（平成23年）です。
　本建替え事業では、港区公園まちづ
くり制度を活用し、敷地の50%を緑地
空間として整備することで都市計画公
園の指定の一部を外すとともに、再開
発等促進区を定める地区計画を設定す
ることで容積緩和を受け、ホテルオー
クラ東京 本館の建替えを実現させまし
た。ちなみに本件は「公園まちづくり制

The Okura Tokyo
　新たな都心のランドマークとなる『The Okura Tokyo』
が昨年夏に竣工しました。ホテルオークラ東京の本館建替
え事業として進められた本プロジェクトで誕生したオフィ
スとホテルの複合施設である「オークラ プレステージタ
ワー」とホテル棟の「オークラ ヘリテージウイング」につ
いて、日鉄興和不動産㈱と㈱ホテルオークラ東京より、そ
れぞれの概要や特徴を紹介いただきます。

配置図 施設概要表

所在地 東京都港区虎ノ門二丁目10-4

交通

東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅 徒歩4分
東京メトロ日比谷線「神谷町」駅 徒歩６分
東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩７分
東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅 徒歩８分
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩２分（予定）

敷地面積 20,422.44㎡
延床面積 180,725.70㎡
主要用途 ホテル、オフィス、店舗、駐車場

客室数 オークラ プレステージタワー　368室
オークラ ヘリテージウィング　140室

階数 オークラ プレステージタワー　地下1階、地上41階
オークラ ヘリテージウィング　地下1階、地上17階

建物高さ オークラ プレステージタワー　約188m
オークラ ヘリテージウィング　約75m

構造 オークラ ヘリテージウィング　地下1階、地上17階

設計
虎ノ門2-10計画設計共同体
（大成建設・谷口建築設計研究所・観光企画設計社・日本
設計・森村設計・NTTファシリティーズ）

施工 大成建設株式会社　東京支店
竣工 2019年7月

オークラ プレステージタワー
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度」を活用した第一号案件となってい
ます。
　公園まちづくり制度により創出され
た1.3haに及ぶ広大な緑地等は、公園や
庭園として整備しており、圧倒的な緑量
が本開発の大きな特徴の一つとなって
います。
　敷地東側には港区の『江戸見坂公
園』が新設され、歩道沿いにウッドデッ
キを整備し、ゆとりある開放的な空間を
形成するとともに、災害時には避難場
所としても機能します。敷地北側は広
大な庭園が広がり、敷地の高低差や植
生を活かし、季節感ある豊かな日本的
自然景観を創出しています。南側の
「オークラスクエア」の水盤を起点とし
て、流れを石や砂利を用いて「水」とし
て見たて、滝、池、湿地、竹林など水の
流れに伴うシークエンスが連続的に変
化する日本的庭園として表現していま
す。初春の梅に始まり、秋のモミジの紅
葉まで四季折々の風情を感じられるよ
う、様々な樹種を採り入れています。ま
た、霊南坂沿いの歩道空間には緑豊か
な並木で構成された奥行ある空間に、
大倉集古館所蔵の屋外展示品をちりば
めています。

2. オークラ プレステージ
　 タワー（オフィス）

建物概要
　オフィスフロアのある『オークラ プ
レステージタワー』は、地上41階、地下
1階、高さ188.6m、このうち8～25階
の18フロアがオフィスフロアとなって

おり、総貸床面積は約12,000坪となり
ます。オフィスエントランスは敷地の高
低差を活かし、吹抜けで一体となった3
階と4階に配置しダブルデッキエレベー
ターを採用、ホテルエントランスのある
5階とは動線を完全に分離しています。
　基準階の賃貸面積は約690坪、セン
ターコアのコの字型で、奥行き約17m
を確保しており、天井高は2,850㎜、
OAフロア150㎜、最大6区画に分割可
能となっています。空調ゾーニングは、
分割ラインに合わせて空調機を設置し、
可変風量制御装置（VAV）により、1フ
ロア60ゾーンごとのきめ細かいエリア
にて運転・停止と温度調節、風量調節
が可能です。照明は照度自動調光セン
サー付きLED照明としており、照明制御
により消費電力削減など環境にも配慮
した設計となっています。
　建物の構造はオイルダンパーを用い
た制振構造と高層階のホテルエリアの
架構を利用したブレースチューブ構造
により高い耐震性能を有しています。
加えてATMDと呼ばれる制御装置を屋
上に設置することで、地震による後揺
れの低減や強風時の居住性にも配慮し
ています。
　なお、CASBEEは Sランク相当、DBJ 
GREEN Building認証でも最高ランクの
Five starsを取得、PAL低減率の向上・
CO2削減等にも取り組んでおり、環境
性能にも優れた建物となっています。

デザイン面の特徴
　デザインは、これまでオークラが育
んできた日本の伝統美を意識し、オ
フィスエントランスや各階共用部など、

随所にオークラらしさを感じられる伝
統的な文様をモチーフとしたデザイン
を採用しています。オフィスエントラン
スロビーの家具やラウンジの照明にも
こだわり、オークラの気品を感じさせる
心地よさにこだわった空間を創出して
います。

テナント専用ラウンジ『Aoi Lounge』
　テナント専用のラウンジとして『Aoi 
Lounge』を設け、多彩なビジネスサ
ポート機能を提供します。こちらはオ
フィステナントの社員であれば自由に
使用することができる施設です。
　ラウンジ入口正面に位置するラグ
ジュアリーなソファエリアは、オークラ
の気品を感じさせる、心地よさにこだ
わったデザインとしています。オークラ
スクエアを臨む窓からの眺望と合わせ
て、ゆったりとした時間を過ごして頂け
る空間を設えました。また奥のダイニ
ングエリアは、飲食可能なスペースと
して、ランチタイムを中心にご利用頂け
ます。オフィステナントの貸切利用等も
想定し、多様なコミュニケーションの場
をご提供します。加えて集中ブース、リ
ラクゼーションやリフレッシュのための
機能も用意しております。

日鉄興和不動産株式会社 事業開発本部

庭園写真

オフィス基準階写真

ラウンジ入口

オフィスエントランスホール
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1. 二つでひとつのOkura

　The Okura Tokyoの新たにして最
大の特徴は、それぞれに異なるコンセ
プトを持つ2棟での構成です。日本の伝
統文化や歴史的要素を取り入れ、気品
と静寂に包まれる中層棟「オークラ ヘ
リテージウイング」と、躍動感と高機能
で現代のニーズに応えつつ、和のアク
セントに独自性を感じさせる高層棟
「オークラ プレステージタワー」。同じ
オークラの名のもとに分かれた「オーク
ラ ヘリテージ」「オークラ プレステー
ジ」の二つのブランドコンセプトは、訪
れる人の志向に広く対応し、より多くの
快適さとくつろぎを生み出します。
　創業以来大切にしている「日本の情
緒」、そこから生まれる重厚感や静寂は
何ものにも代えがたく、今後も持ち続
けていくオークラの真髄です。一方で
ますます国際化が進み、動きつづける
東京にあって、人々がホテルに求める
ものはより多様化しています。

2. オークラスクエア
　 という拠点

　「オークラ ヘリテージウイング」と
「オークラ プレステージタワー」、そし
て日本初の私設美術館「大倉集古館」

によって囲まれるエントランスゾーン
が、「オークラスクエア」です。建築
家・谷口吉生氏の考案によって新たに
生まれたこのスペースは、単に各館の
玄関口という機能にとどまらず、再開発
が進む虎ノ門エリアのランドマークとし
てふさわしい存在感を放っています。
花崗岩が市松に敷き詰められたスクエ
アに一辺が42mにも及ぶ大きく設けら
れた水盤には、各館や周囲の風景が朝
晩に映り、吹き抜ける風に立つさざな
みとともにひとつの情景をつくります。
またスクエア中央に配された、柳の木
の立つ六角は、まさにオークラの中心
点であり、ここから各館に向かってまっ
すぐに引いた線が、それぞれのロビー
の中央となっています。訪れる人を手
前の風景からホテルに導き、思い出に
残る景色を作り出す、オークラの世界
の始まりです。

3. オークラ ヘリテージ

　ホテル創業から伝わる「世界に通じ
る日本の美と心」をテーマに、より深く、
より精緻な表現で、真の豊かさと安ら
ぎとを提供します。床の間に見立てて
空間と意匠のバランスを愉しむロビー、
8mの間口の広さを誇る客室など、慎ま
しさの中に贅を尽くしたつくりは、個を
楽しむ大人のための館。都会にありな

がら「はなれ」を思わせる独特のたたず
まいに、他では得られないくつろぎをご
提供します。その独立性は、世界の要
人をも受け入れる迎賓館としての役割
も果たします。
＊ヘリテージロビー（5階）
　静謐さを旨とするヘリテージロビー
は、敢えて何も作りこまずに空間全体
を床の間に見立て、その中に花や意匠
を配置することで表情を醸しています。
正面壁面には本館「平安の間」にて使
用されていた「三十六人家集料紙」を
設え石草流による季節の花木の花生け
や、ロビー階5Fと4Fを結ぶ吹き抜け階
段にはフランスのデザイナー、リナ・
ゴットメ作の長さ12.5mの藤の花シャ
ンデリアが配されお客様の記憶に残る
印象的なゾーンを演出しています。

＊ヘリテージウイング客室
　6階から17階における客室は、日本の
伝統的なデザインで構成され、世界か

　The Okura Tokyoは2019年9月12日にオークラ創業から掲げる ＜世界
に通じるもてなしの心> はそのままに、新時代に映える日本の魅力を発信
し、国際都市東京にふさわしい機能を持ったホテルをめざし開業しました。
敷地こそ、本館の跡地に建設されましたが、“本館の建て替え”ではなくす
べて一からのスタートとする新しいブランドの創設でした。

オークラスクエア

ヘリテージロビー

オークラ ヘリテージウイング
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らの要人を受け入れる迎賓館としての
独立性を重んじています。客室の間口
は8m、天井高3m、総面積は60㎡と都
内屈指の広さを誇ります。全室にテレ
ビ付きのバスタブ、レインシャワー、ス
チームサウナ、浴室・洗面エリアには床
暖房を完備し廊下から連続する天然の
木の縦格子を随所に施し、癒しと落ち
着きを演出しています。また縁側をモ
チーフとした窓まわりのデザインなど
細部にまで日本ならではの空間のエッ
センスを散りばめています。

4. オークラ プレステージ

　宿泊はもちろん、レストランやフィッ
トネス&スパなどのパブリック施設、バ
ンケットやウエディングのオケージョン
まで、各施設にハイグレードな機能を
備え、あらゆるニーズに応えます。一方
で、内外からその建築美が称賛される
伝統の＜オークラロビー＞を再現し、国
際性と日本情緒の融合、また都市型で
ありながら、身を置くだけで安らぎを与
える空気感は、他のどこにも見いだせ
ないオークラの魂として生きつづけま
す。
＊プレステージロビー（5階）
　一瞬で＜オークラ＞を体感させる伝
統のロビーは、プレステージタワーに再
現しました。古墳時代に水晶を多面
カットし首飾りに使われていた切子玉
をモチーフにしたオークラ・ランターン、
麻の葉文様の美術組子、四弁花文様の
屏風風の壁面装飾をはじめとする各意

匠は、外見的にはほとんど変化を見せ
ませんが、緻密な研究・調査をもとに修
復あるいは新規に製作いたしました。

＊プレステージ客室
　プレステージタワーの客室は28階～
36階と、クラブフロア37階～40階に位
置します。こちらも6.0～7.2mの広い間
口を構え、総面積は平均50㎡、窓から
は地上120～190mのパノラマが広がり
ます。客室タイプは間口全体の開口を
贅沢に取り込んだワイドリビングタイ
プと、浴室から眼下に広がる眺望をお
愉しみいただけるビューバスタイプの2
タイプ。また、ヘリテージウイング及び
クラブフロアにご宿泊のお客様が1日何
度でもご自由にご利用いただけるクラ
ブラウンジは、37階に約430㎡を有す
る広々とした空間として「もうひとつの
我が家」をコンセプトにリラックス感に
満ちた時間を提供しています。

5. レストラン・バー

　開業以来、料飲施設は直営をするこ
とをポリシーとし、The Okura Tokyo
にはレストラン5店、バー3店にてあら

ゆるシーンを最上のもてなしでお客様
をお迎えしています。ヘリテージウイン
グには、オークラを語り継ぐファインダ
イニングとしてフランス料理「ヌーヴェ
ル・エポック」、割烹・鮨・天ぷらの3つ
のカウンター、ホール、個室、茶室まで
全てを兼ね備えた日本料理「山里」が
ございます。 プレステージタワーには、
最上階41階の眺望とともに特選和牛を
はじめとした日本各地の優れた食材を
味わえる鉄板焼「さざんか」、桃源郷か
らインスパイアされた優雅な空間で本
物の広東料理を提供する「桃花林」、
8mの吹き抜けがダイナミックな印象の
オールデイダイニング「オーキッド」が
ロビー階に位置し早朝6時半から22時
まであらゆるニーズに応えます。

The Okura Tokyo 営業企画部企画広報課

客室（ヘリテージウィング）

プレステージロビー

客室（プレステージタワー）

ヌーヴェル・エポック

山里

オーキッド
だみいだみいだみいだみい

The Okura Tokyo
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　東京ビルヂング協会は11月25日、東京都庁第一庁舎7階中
会議室で小池百合子都知事に、東京のまちづくり、賑わいづ
くりに向けたエリアマネジメントへの支援や拠点地区の防災
性向上のための施設整備について、令和2年度予算に関する要
望を行った。
　これは当協会が毎年夏に都議会各会派への予算等の要望を
行い、また、都市整備局との意見交換会を開いていることが
認められ、知事に直接要望する機会が得られたもの。
　この日は、当協会を代表して竹歳誠副会長が、また協会で
まちづくりなどを担当する、都市政策委員会の、谷澤淳一・委
員長（三菱地所㈱代表執行役執行役副社長）、稗田泰史・副
委員長（森ビル㈱顧問）、久間田尚紀委員（東京建物㈱まちづ
くり推進部長）、増永義彦委員（森トラスト㈱常務取締役）、
松本久長委員（日鉄興和不動産㈱常務執行役員）、雛元昌一
郎委員（三菱地所㈱開発戦略室専任部長）、委員代理の松永
健司氏（三井不動産㈱日比谷街づくり推進部事業グループ）
に事務局を加えた14名が都庁を訪れ、小池知事と対面した。
　冒頭、小池都知事より、令和2年度の予算編成の他、現在作
成している東京都の長期ビジョンにも参考にさせていただき
たいと、会談の趣旨が説明され、竹歳副会長より、木村会長か
らくれぐれもよろしくとのメッセージをお伝えし、また、去る
4月23日に当協会の80周年の懇親会において祝辞をいただい
たことへの謝意を表した後、説明に入った。
　説明では、まず、5月に知事が丸の内仲通りストリートパー
クに視察に来られたことを引き合いに出し、①東京の魅力の

世界への発信に向けたエリアマネジメントの支援のための総
合的な仕組みの確立を、また、②東京の業務中枢拠点におけ
るグローバルレベルの都市活動を途絶えさせることのない防
災性の向上のための施設整備に対する助成についての要望を
行った。
　小池知事からは、「仲通りの取り組みは本当にすばらしい」
としたうえで、「まちづくりの根本に繋がる話であり、どう
やって街を人を中心のものとするか、街づくりのコンセプトと
して考える。今、長期戦略のビジョン創りもしており、その中
に本日の要望も盛り込みたい。これから肉付け作業もあるの
で、どんどんご要望を受け取らせていただく。」として、東京
の魅力の発信に向けて、大変前向きのコメントをいただいた。
二つ目の業務継続に係る施設整備への助成については「地元
のご要望、ご意見を伺いながら、より良いまちづくりに繋がる
ように、皆さま方との連携、協力のなかで進めていきたいと考
えている。」と理解を示した。続いて、担当の佐藤技監からは、
「エリアマネジメントの活動は重要と考える。」としたうえで、
「大丸有の良い先例を踏まえ、協会の支援も得て団体づくり
を進め、規制緩和などを進めていきたい。収入確保は、各種制
度の活用もお願いしたい。初動期の支援は国も支援の動きが
あり、国と連携していきたい。」と前向きの姿勢を示し、施設
整備事業については「単独の企業では困難であり、協議会を
作って皆さん総がかりで取り組んでいただくものだが、なか
なか整備が困難で、公共性は高いと認識している。財源確保
に努めていきたい。」と財源確保への意欲を示した。

　会談の最後に、竹歳副会
長より、知事の力強いコメン
トに謝辞を述べて、要望は終
了した。
　東京ビルヂング協会とし
ては、この要望を受けて、今
後、恒例の都市整備局との意
見交換会（令和2年1月を予
定）などの場を通じて東京都
に働きかけ、都と事業者が協
力してまちづくりを進めてい
く体制の強化を図って行くこ
ととしている。

東京ビルヂング協会、
小池都知事に政策要望

小池都知事に要望書を手交する竹歳副会長
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東京都知事　小池百合子様

要　望

　「わが国の経済を牽引する東京のビジネスエリアでは、都市の再生や再開発の事業と一体となって、地域・事業者・行政の
連携のもと街の賑いの創出や良質な景観の形成などの『エリアマネジメント』の取り組みがなされている。街の魅力の維持
と一層の向上のためには、こうした取組み（活動）が円滑に、かつ、持続可能なものとして進められるよう、その支援のため
の総合的な仕組みが必要であるとともに、それを支えるグローバルレベルの都市活動を途絶えさせることのない防災性の確
保が不可欠であり以下を要望する

1.  東京の魅力の世界への発信に向けたエリアマネジメントの支援のための総合的な仕組みの確立
　①多岐に渡る手続きの円滑化のための支援体制の充実・強化
　　・各種制度に関する情報提供、担当部局との連絡・調整
　　・ 複数部局が係る許認可についての同時協議の場の設営等
　② 道路の活用等についての更なる規制の緩和、手続きの迅速化
　　 　とくに、継続的活動が可能となるよう、広告収入、道路・公共空地での有料イベントなどの収入確保の支援のための
規制緩和等。

　　（※先行成功事例などを踏まえた思い切った緩和等の実現）

　③活動の立ち上げ支援と継続的活動に向けた負担の軽減
　　・協議会などの活動団体の準備段階での資金助成
　　・道路占用料、関連施設の固定資産税の軽減　等

2.  東京の業務中枢拠点におけるグローバルレベルの都市活動を途絶えさせることのない防災性の向上のための施設整備
（エネルギー導管等）に対する助成
　首都直下地震に備え、災害時においても業務継続や帰宅困難者の滞在施設の確保を可能とする、エネルギー供給が途絶え
ない強靭なビジネス拠点の形成に向け、国の補助と連携したエネルギー導管等整備への補助である「災害時業務継続施設整
備事業」の財源確保を要望する。

（要望書の内容）

東京協会からの出席者 エリアマネジメントの事例＝丸の内仲通りの
風景

要望を聴く小池都知事と都庁関係者
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10月10日合同会議

多様性ある働き方や来館者に対応する
オフィスビルのサービスについて
　近年オフィスには、ビルの差別化の
魅力付けに資する、ワーカー向け共用
スペースの充実他、様々な共用サービ
ス提供がなされるようになっている。こ
の点、昨今の働き方改革の潮流を受け
た、健康オフィスや生産性向上の支援
を志向する新しいオフィスの貸し方及
び多様性ある働き方や来館者対応を支
援する特別なビルのサービスについて、
東西両委員会各社の状況が報告された。
以下は各社報告から
(1) 共用部の充実 (テナント専用スペー
スの設置 )

　ビルの付加価値付けとして多くの旗

艦ビルに導入している競争分野となっ
ている。代表的には、プレミア感のある
上質な空間性と機能に富むワーカー専
用ラウンジとして、タッチダウン電源や
無料WiFiを備えた小作業用の長卓・カ
ウンターや集中ゾーン、リラックスゾー
ンを基本に、受付機能、食事のとれる
座席、軽キッチン、軽フィットネス、仮
眠室、シャワー室、ライブラリまで設置
したり、食事提供機能自体を併設する
ケースがある。新鋭・旗艦ビルでは、フ
ロアに複合的に、コワーキングや貸会
議室など併設したビジネス交流拠点化
を志向する先進形態があるほか、既存
（大型）ビルのロビーやフロアを共用ス
ペース化する大・中の改修事例や、既
存中規模ビルでも、テナント専用のリフ
レッシュルームを標準設置化し、オフィ
スコンビニ（集金箱で無人販売）等を

付帯してランチタイムイベント（コン
サート・素人落語）まで行う例や、無料
打合せスペース化／テレワークのため
のブース設置／食堂の打合せ使い開放
も同様の意図の一環と思われた。テナ
ント優先貸会議室の設置だけでも好評
との声もある。
（2）  コワーキング、イノベーションオ

フィス、シェアオフィス
　利用者をワーカーに限らない、会員
制・有料制としてのシェアオフィス事業
の展開や、さらにそこで 異業種間のビ
ジネス協業、スタートアップ企業（SU）
と大企業のコラボによる新規事業創出
等を能動的に推し進める仕掛けを持つ
施設；コワーキングスペース、イノベー
ションオフィス事業の報告があった。小
専用室やコワーク&会議室、プレゼン
ゾーンなどのスペースづくりのほか、
SUコミュニティの立ち上げ、起業家育
成プログラム、成功体験持つ起業家に
よる「SUスタジオ機能」、セミナー展
開等が肝となり、自営若しくは共同事
業・委託で運営している。
　既存ビルでの特筆すべき展開につき
紹介したい。
事例1. 経年の高い大型ビルを大規模リ
ノベーションによりコンセプト一新
・ 外・内装デザインを刷新　
・ 延床10万平米の「東側半分」をLab
ゾーンに。個性的企業誘致。
・ テナント支援・交流促進を目的とした
ラウンジ、テラス創出
・ グローバルなソフトウェア会社と共同

　（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。88回目を迎える今回は、東京協会・
日 委員長（サンケイビル）以下委員14名、大阪協会・近藤委員長（JR西日本
不動産開発）以下委員16名に東西事務局が参加し、東京で開催された。10月
10日に下記の議題で各社より報告会を行い、翌11日には「日本橋室町三井タ
ワーおよび日本橋エネルギーセンター」を見学した。

第88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 合同会議風景
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によりビジネス創出を行うコラボス
ペース「TechLAB」開設
・ デジタル技術を活用して企業イノ
ベーションを促進する、会計ファーム
による新拠点開設
・ 既存のFin-tech集積拠点面積を拡張
（面積倍化）
事例2. リサーチパーク（スモールオ
フィス、Lab）での展開　
　新事業・新産業創出に貢献する産学
官連携活動やベンチャー支援の、民間
運営のリサーチパークで、企業間交流
を促す数々のサービス、サークル活動
サポートを実施。　
・ イノベーション創発拠点機能の一つ
として、150㎡50席程を「たまり場」
としてイベントスペース化（SU、学生、
研究者、クリエイター向け）
・ オープンイノベーションクラブ；事業
変革志向の中堅・大企業を誘引して、
異業種連携・新ビジネス創出を目指す
法人むけ 有償会員制度。“イスラエ
ルマッチング”／イノベータ候補学
生との連携プログラム／ビジネス創
出研究会／大学研究シーズと企業と
のマッチング／ネットワーキング。コ
ミュニティディレクターを設置。

（3） 健康経営志向型オフィス
　テナント健康経営支援サービス（例、
アプリでの健康チェック、セミナー、ポ
イント制度、健康可視化レポートサー
ビスetc.）や、SDGs、ウェルネス認証

を目指すもの、グリーン（植物）を活用
した健康支援（屋上やテラスの緑化、
菜園化、養蜂及び室内のふんだんな緑
化）も複数社が志向しており、大きな潮
流となっている。その他、（4）多様性
社会の要請への対応としての 保育所併
設や バリアフリーの向上があるほか、
（5）多様なワーカーの働き方を支援す
る数々のビルの取組みがあげられたが、
ビル内IoTアプリダウンロードによるス
マホサービス等の先進導入例の一方、
屋上テラスの開放、（女子）トイレの美
装化、”ランチ難民”施策（共用スペー
スでの弁当販売／キッチンカー誘致ほ
か）といったワーカー目線に沿った取組
も支持は大きいと窺えた。「女性活躍
支援」活動としては；介護セミナー&相
談会／無料乳がん検診車サービス と
いった独自性あるサービスも報告され
た。

10月11日見学会
日本橋室町三井タワーおよび
日本橋エネルギーセンター

　日本橋開発エリア「北側核拠点」を
形成する最新鋭ビルを、三井不動産㈱
様協力により、話題のエリアエネルギー
供給センターを含めて視察した。
〈見学対象〉
〇 12F三井不動産グループカフェ（グ
ループ入居階8-14Fが屋内階段接

続。）
〇 5F入居者専用スペースmot.（Mitsui 
Office for Tomorrow） メンバーズ
ラウンジ、貸会議室、カフェ併設ラウ
ンジ、個室スペース、フィットネス、
テラスほか
〇 3Fホール&カンファレンス
〇大屋根広場 
〇 日本橋エネルギーセンター（地階、プ
ラント、コントロールセンター）
＜日本橋エネルギーセンター＞
　三井不動産・東京ガス共同設立会社 
三井不動産TGスマートエナジー㈱が事
業者。東日本大震災を契機に「電気を
閉ざさない街づくり」をテーマに、初の
既存市街地で自立分散型電源と廃熱利
用のDHC（地域冷暖房）をセットに 電
気と熱を独自に供給するシステムを実
現。2019年4月からプラント運転開始。
エネルギー供給範囲は地下鉄三越前駅
を中心とした約15万㎡に20棟、延床約
100万㎡。 
① 「高効率機器」コジェネレーションシ
ステムでの発電　
② 「廃熱利用」の熱供給プラントにより、
蒸気と冷水をエリア需要先へ供給。
③ 「エリアエネルギー制御」: 最新ICT
を活用して翌日電力需要予測とエリ
ア全体の既存熱源監視で電力・熱供
給を最適にコントロール、により、エ
リアCO2の約30%削減を目論む。

にぎわいの象徴、大屋根広場 3Fホール
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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。

　建設物価調査会は昭和22年に設立さ
れ、今年9月で72周年を迎えます。第三
者的な機関として、建設工事に関わる資
材・労務・諸経費等の価格を調査し、そ
の調査結果をまとめた冊子を発行するな
ど、建設に関する様々な価格情報を提供
しています。
　本日は、国土交通省の建築着工統計を
はじめとする公的な統計情報及び当調査
会独自の調査データをもとに開発したイ
ンターネット情報サービス「建物概算価
格情報サービス」（以下、JBCI）より、最
新の建築費動向を紹介いたします。
　まず、国土交通省の建築着工統計から
事務所（非木造）の着工動向をみると、

2018年の着工棟数はバブルのピーク時
である1990年水準と比べ、東京ではおお
よそ1/6の水準にまで落ち込んでおり、
直近の動向では、2018年の東京の事務
所着工棟数は561棟で、過去30年間で最
も低い水準になっています。しかしなが
ら、事務所の建築費をみると、東京では
2012年以降急激な上昇を続け、2018年
に若干の下落はありますが、ほぼバブル
時期に匹敵する金額となっております。
また1棟当たりの床面積も、バブル期に比
べ40%ほど広くなっており、大型化が進
んでいることが伺えます。
　ここから「JBCI」について紹介してい
きます。
　「JBCI」は、1999年から全国の75に及
ぶ建物用途について、その契約価格を対
象に調査した約4万件のデータをもとに、
インターネット上で建物の価格情報を提
供するサービスです。
　その機能は①コストインフォメーショ
ン（用途、地域別の標準的な価格の傾向

を把握することができる、価格の分布傾
向や構成割合を把握することができる）、
②My建物シミュレーション（用途、地域、
延床面積、階数等の最低限の入力情報で
価格を推計できる、建物規模やグレード
に対応した建物の概算価格の算出ができ
る）、③JBCIライブラリー（時系列価格
の傾向、解体工事費など様々な情報の分
析結果が閲覧できる）―の3つの機能を
持っています。
　この「JBCI」は、Jリートによる建物価
値判断やエンジニアリングレポートの作
成、金融機関の不動産融資の担保評価、
損害保険会社の火災保険算定、不動産鑑
定士の建物鑑定等に活用されているほか、
自社の工場や社屋建設の際のセカンドオ
ピニオンにも使われています。
　ご希望の方には1か月の無料ライセン
スを提供します。なお、「JBCI」の詳細は
「www.JBCI.JP」からご覧いただけます。
ご質問やご相談は「http://member.
jbci.jp/contact」へアクセスください。

　出光昭和シェルは、石油製品だけでな
く、太陽光パネルや電力など様々なエネ
ルギーを供給しています。このうち、電
力事業は製油所の自家発電所運営からス
タートし、15年以上のノウハウを持って
います。2019年4月に出光興産㈱と昭和
シェル石油㈱が経営統合し、同7月以降
は出光興産㈱として、引き続き電力販売
を展開しております。電力小売自由化は、
2003年に大規模工場やデパートなどの
特別高圧（2,000kW以上）から始まり、
2004年から2005年にかけてオフィスビ
ルや中小規模工場など高圧（50kW以
上）へ段階的に自由化領域が拡大され、
2016年からは家庭などの低圧（50kW
未満）へと全面自由化となりました。電
力小売市場の規模は約20兆円といわれ

ておりますが、2018年時点における新電
力のシェアは特高・高圧で16.2%（約1.5
兆円）、低圧で7.7%（約0.6兆円）程度で、
今後ますます伸張すると期待されていま
す。
【電気コスト削減】弊社の電力供給は、
自社発電所で発電した電気をこれまでと
同じ地域電力会社の送配電ネットワーク
を使って届けるため、電気の品質や信頼
性（停電の可能性）は変わりません。弊
社の電力供給には2つの特徴があります。
1つ目は扇島パワーステーション（当社分
発電規模30万kW）や京浜バイオマス発
電所（発電規模4.9万kW）、東亜石油水
江発電所（同24万kW）など大型の電源
を所有している数少ない新電力であるこ
とです。2つ目は、全国9エリア（沖縄を
除く）で、高圧から低圧までワンストップ
の供給が可能なことです。特高・高圧の
場合は、過去1年分の使用状況をもとに
料金を設定しご提案、低圧の場合は各種
プランを用意してお客様に合ったプラン
をご提案しています。このほか、太陽光
発電やグリーン電力証書を活用してCO2

排出量を低減するプランも用意していま
す。
【業務効率化】弊社の場合、エリアや区
分（高圧低圧）ごとに電力会社を分ける
必要がなく、全国一括管理が可能となり
ます。また、マイページ上で拠点ごとの
電気使用量や電気料金などを確認したり、
CSVで一括ダウンロードすることも可能
です。
【新たなビジネスチャンス】弊社では、
一緒に電力販売を行ってくださる媒介店
様を募集しています。具体的には、皆様
のお繋がりのあるお客様に電気料金のコ
スト削減をご提案いただき、成約数に応
じて、媒介店様にお手数料をお支払いさ
せていただくものです。媒介店様とお客
様の関係強化に加え、新たな収益源にも
繋がります。現在、ビル・マンションの管
理会社様やコンサル会社様と一緒に活動
させていただいています。ご不明点やご
興味がございましたら、是非ご連絡下さ
い。今後とも宜しくお願い致します。
（担当：松田 華歩　03-5531-5643
kaho.matsuda.1710@idss.co.jp）

ビルキョウサロン（6月18日開催）

ビルキョウサロン（5月28日開催）

電気コストの削減、管理業務の 
効率化と新たなビジネスチャンス
昭和シェル石油㈱（現・出光興産㈱）

最新の建設費と建物概算価格 
情報サービス（JBCI）について
（一財）建設物価調査会　総合研究所
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（会社名）　日総ビルディング 株式会社
（住　所）　東京都港区麻布台1－11－10
（代表者）　代表取締役　大西 紀男　
（経営の基本理念） 安定した営業基盤を築き、維持する事       

堅実な会社運営と提案型スペースづくり       
強い財政基盤を築き、維持する事

（事業の内容） ・不動産の賃貸・売買・仲介及び鑑定並びに所有・管理
 ・土木・建築工事の設計、監理、施工及びその請負      
 ・倉庫業　ほか

（従業員数）　50人
（会社の沿革） 1948 年　東横倉庫㈱を設立
 1979 年　ビル賃貸業に進出
 1982年　日本総合建物㈱に社名変更
 1998年　日総ビルディング㈱を設立し、日本総合建物㈱の事業の一部を承継
 2012年　レンタルオフィス事業（EXPERT OFFICE）に進出
 2016 年　EXPERT OFFICEを 8拠点に拡大
（所有・管理ビル）　「日総第24ビル」「日総第 25ビル」「EXPERT OFFICE 渋谷」「ニュー東京ビルディング」
（担当者）　常務取締役　宅 泰雄
（紹介者）　三菱地所㈱

日総ビルディング正会員

（会社名）　しぶや総和法律事務所
（住　所）東京都渋谷区道玄坂 2－10－10
（申込者）　代表弁護士　綾部 薫平
（事業の内容）　 企業法務、不動産、相続・遺言・事業承継、倒産・廃業支援
（担当者）　早坂 海
（紹介者）　関電不動産開発㈱

しぶや総和法律事務所賛助会員

（会社名）　株式会社 日本トリム
（住　所）　大阪市北区梅田2－22－ 2
（申込者）　代表取締役社長　森澤 紳勝
（事業の内容）　 電解水素水整水器及びカートリッジの販売
（担当者）　執行役員　大貝 哲也
（紹介者）　阪急阪神ビルマネジメント㈱

賛助会員 日本トリム
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理事会・委員会報告

理事会報告（令和元年11月11日開催）

1.決議事項
（1）新規会員入会について
　事務局より、正会員として申し込みのあった日総ビルディン
グ株式会社、賛助会員として申し込みのあった株式会社日本
トリム、しぶや総和弁護士事務所について、説明の後諮ったと
ころ、異議なく承認された。（13頁参照）

2.報告事項
（1）連合会80周年記念事業実行委員会実施報告
　事務局より、連合会80周年記念事業実行委員会を10月29
日に開催し、現在検討している記念事業の概要を説明したこ
と、および12月に開催する連合会運営委員会に上程すること
を説明し、了解を得たことを報告した。
（2）東西合同管理技術委員会実施報告
　事務局より、10月5日と6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。（10・11頁参照）
（3）連合会政策フォーラム実施報告
　事務局より、10月7日に実施した連合会の第8回政策フォー
ラムの実施状況について報告した。
（4） 「低炭素社会づくり推進キャンペーン」講演会

について
　2020年2月10日に開催を予定している「低炭素社会づくり
推進キャンペーン」講演会の概要について説明した。（後段参
照）
（5） 2020新春（第11回）「エグゼクティブサロン」

について
　2020年2月5日に開催を予定している2020新春（第11回）
「エグゼクティブサロン」の概要について説明した。（後段参
照）
（6）褒章及び国土交通大臣表彰の件
　事務局より、猪股理事が秋の褒章で黄綬褒章を、高橋前管
理委員会副委員長が国土交通大臣より第31回住生活月間功労
者表彰を受賞したことを報告した。

（7）新年賀詞交歓会日程について
　事務局より、1月9日に新年賀詞交歓会を開催することを報
告した。
（8）9月以降の事業活動・委員会開催報告
　事務局より、9月理事会以降に開催した事業活動・委員会開
催状況について報告した。（後段参照）
（9）11月以降の事業活動予定について
　事務局より、11月理事会以降の事業活動予定を報告した。

事業活動・委員会報告

オフィスビル賃貸借契約講演会
日時：令和元年9月25日（水）14時～16時
場所：経団連会館2階「経団連ホール」
議題：「オフィスビル標準賃貸借契約書及び民法改正」
講師：山下・渡辺法律事務所 弁護士　渡辺 晋氏
参加者数：240名（うち当協会員は140名）
　（一社）東京ビルヂング協会・（一社）日本ビルヂング協
会連合会・（一財）日本ビルヂング経営センターは共催で、
平成31年4月に発行した「オフィスビル標準賃貸借契約書－
定期建物賃貸借契約・普通建物賃貸借契約－（平成31年改訂
版）」の普及を目的として、「オフィスビル標準賃貸借契約書
及び民法改正」と題して講演会を開催した。

管理委員会（第88回東西合同管理・技術委員会）
日時：令和元年10月10日（木）～11日（金）
場所：日本工業倶楽部3階中ホール
議題：（議題その他の詳細は10・11頁参照） 

国際委員会
日時：令和元年11月6日（木）14時～15時30分
場所：東京ビルヂング協会内会議室
議題：以下の通り
1. 講演）グローバル・セキュリティ事情　について　
   講師： ASISインターナショナル日本支部 支部長・代表理事 

長瀬泰郎氏
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   「（仮題）米国セキュリティオペレーションの最新事情」
2. 年次テーマ「Prop－Tech事情研究」
 （1） 講師  リマールエステート㈱（一社）不動産テック協会

代表理事　
 （2） 講師　アマゾンウェブサービスジャパン株式会社

（AWS）30分（+10分）
　　　IoTソリューション・スペシャリスト 門田 進一郎氏

総務委員会
日時：令和元年11月8日（金）15時30分～16時20分
場所：東京ビルヂング協会内会議室
議題：以下の通り
入会申し込みのあった会社の新規入会について審議した結果、
11月11日の理事会に上程することが承認された。
正会員：日総ビルディング株式会社
賛助会員：株式会社日本トリム　しぶや総和法律事務所

新春の協会行事予定2020年

●【2020年新春エグゼクティブサロン】
　2月5日（水）14時～、日本工業倶楽部3階大ホール
　・「2020年以降のオフィスマーケットの行方」（仮称）
　　三幸エステート㈱　今関 豊和氏
　・「ESG不動産投資のあり方と方向性」（仮称）
　　日本大学教授　中川 雅之氏（ 国交省「ESG投資のあり方検討会」座長）
　※申込受付は年明けから開始します （東京協会ウェブページ、会員への一斉メール等をご確認下さい）

●【低炭素社会づくり推進キャンペーン講演会】
　2月10日（月）14時30分～、日本工業倶楽部2階大会堂
　総合テーマ「“ZEB（ゼロエネルギービル）”とは何か」
　・［基調講演］「“ZEB”とは何か」 ～建物の新しい価値とイノベーション普及、展開の取組み～ 
　　早稲田大学 教授・工学博士　田辺 新一氏
　・［事例講演①］ 「ZEB実証事業の事例：竹中工務店 東関東支店ビル」～東関東ビルにおける改修事例の紹介と個別実証実験結果～
　　㈱竹中工務店 設計本部 プリンシパルエンジニア（環境担当）　高井 啓明氏
　・［事例講演②］ 「改修ZEBの事例：ダイキン工業 福岡ビル」 　～福岡ビルにおける改修事例の紹介と各種支援制度～
　　ダイキン工業㈱ 空調営業本部 テクニカルエンジニアリング部　鈴木 智博氏
　※申込受付は年明けから開始します （東京協会ウェブページ、会員への一斉メール等をご確認下さい）

●【2月ビルキョウサロン】
　2月18日（火）16時30分～、東京協会会議室　賛助会員のダイキンエアテクノ㈱よりプレゼンを予定しています。

前回のエグゼクティブ
サロンの様子
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