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　2020年の年初には誰も予想しえなかった、新型コロナウイルス感染症の発生と
全世界への蔓延。日本でも緊急事態宣言の発出とそれに伴う各方面への自粛要請で
経済活動に多大な影響を与え始めている。
　今年2月に開催した第11回エグゼクティブサロンで今後のオフィスマーケットに
ついて講演いただいた三幸エステート㈱チーフアナリストで、㈱オフィスビル総合
研究所代表取締役社長の今関豊和氏に、新型コロナウイルス感染症がオフィスマー
ケットに与える影響について、本号へ寄稿いただいた。

東京オフィス市況と
今後の見通し
　新型コロナウイルスによる経済活動
への影響が長期化する中、足元ではオ
フィス需要への影響が大きい雇用情勢
が悪化の一途をたどっています。失業
率は年末にかけて一段と上昇すると予
想され、空室率の上昇は不可避と言え
るでしょう。そのような状況を背景に、
最新のオフィス市況と今後の見通しに
加えて、アフターコロナを見据えた新た
なトレンドや今後ビルオーナーに求め
られる視点や姿勢を考えてみたいと思
います。
　まず、三幸エステート子会社のオ
フィスビル総合研究所が公表している
「東京都心5区 今後3年間の見通し（1
フロア面積50坪以上のオフィスビル）
2020年第1四半期」を見てみましょう。
（図表1参照）

　当期の空室率は統計開始以来の最低
値を更新する0.6%ですが、今後1年間
では3.7ポイントの急上昇を見込んでお
り、2021年第1四半期が4.3%、2022

年同期が4.4%、2023年同期は4.8%と
予測しています。予測モデルで参照し
ているニッセイ基礎研究所の経済見通
し（5月19日）によれば、4-6月期の実
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図表 2　東京都心 5 区 今後 3 年間の見通し（データ）

図表 1 東京都心 5 区 今後 3 年間の見通し



質GDP成長率は大幅に落ち込む一方、
7-9月期以降はプラスの経済成長が続
きます。そのため、来年には空室率上昇
に歯止めがかかり、2021年第1四半期
以降は4%台半ばでの小幅な動きが続く
見込みです。
　空室率は大幅な上昇が予想されるも
のの4%台に止まるため、今後3年間で
は賃料に対する影響は限定的とみられ
ます。当面は24,000円／坪を挟んでの
横ばい傾向が続く見込みです。空室率
が4%台に止まれば、8%を上回った
リーマン・ショック後に比べて、市況へ
の影響は限られます。今年後半には新
型コロナウイルスによる経済への影響
が解消に向かうとみられ、2021年第2

四半期以降、オフィス需要は回復に向
かう見通しです。
　オフィスの需給バランスを左右する
新規供給も確認してみたいと思います。
2000年から昨年までの新規供給は、年
間平均で16.8万坪でした。今年は平均
を大幅に上回る26万坪の高水準に達す
る一方、2021年、2022年は10万坪以
下に止まる見通しです。そして2023年
は再び26万坪の大量供給が見込まれて
います。図表2が示す通り、新規供給が
減少する来年以降、需給バランスは安
定的に推移するとみられますが、2023
年は第1四半期以降も大量供給が続く
ため、2023年後半には空室率が一段と
上昇し、賃料は下落局面入りする可能

性があります。

潜在空室率が示す
マーケットの変化
　足元の需給バランスに関しては、三幸
エステートが今年から公表を始めた「潜
在空室率」も参考になります。（図表3
参照）潜在空室率は貸付総面積に対す
る募集面積の割合です。募集面積は募
集が公開されている面積の合計で、テ
ナント退去前の面積を含んでいます。
一般的に空室が発生する場合、①まず
テナントが解約予告を出し、②テナント
が退去し、③原状回復工事を行った後、
④即入居可能な空室になります。「空室
率」は即入居可能な現空床のみを集計
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図表 3　東京都心 5 区 空室率 & 潜在空室率



対象とする一方、「潜在空室率」はテナン
ト退去前でもビルオーナーからの正式
募集が出ていれば集計対象に入ります。
　空室が増加する局面では、「潜在空
室率」は「空室率」に先行して上昇する
傾向があるため、空室率の先行指標と
見ることができます。加えて、新築ビル
への移転に伴う二次空室では、早い段
階でテナント退去のタイミングが見通
せるため、足元の潜在空室率を一段と
押し上げています。
　新型コロナウイルスの影響を受ける
前の1月と7月を比較した場合、潜在空
室率は2.18%から3.67%へと、半年間
で1.49ポイントの大幅な上昇を記録し
ました。特に、5月以降は潜在空室率上
昇の動きが顕著になっています。
　潜在空室率を区別に見た場合、港区
と渋谷区（図表4・5参照）で上昇が顕
著になっています。港区では新築ビル
への移転に伴う大口の二次空室が募集
面積を押し上げる一方、渋谷区ではIT
系やベンチャー企業を中心に、在宅勤
務を積極的に取り入れる動きが広がっ
ています。大口テナントは限られるもの
の、意思決定の速い企業が多いため、
オフィス縮小を目的とする解約がいち
早く急増している状況です。

リーマン・ショック時との
比較
　空室率と潜在空室率の関係は、リー
マン・ショック時との比較でも興味深い
動きを示しています。空室率がボトムに
達したのは2007年第4四半期の1.6%、
その時点で潜在空室率は3.8%、両者の
乖離は2.2ポイントです。その後、リー
マン・ショックが空室率を一段と押し上
げ、2009年第2四半期には、空室率が
5.4%、潜在空室率は9.7%に達し、乖離
は4.3ポイントまで拡大しています。乖
離の拡大が示す通り、上昇ペースは潜
在空室率が空室率を上回っており、
マーケットの転換点では、空室率の先
行指標となることを示しています。

　賃料のピークはリーマン・ショック直
前の2008年第2四半期でしたが、本格
的な下落に転じたのは2009年以降です。
その時の空室率は4%台、潜在空室率は
8%台であり、両者の乖離は4ポイント
前後まで広がっていました。潜在空室
率が空室率の先行指標とすれば、マー
ケットはさらなる空室率上昇を警戒し
ていたはずです。その意味でも、賃料は
現時点の空室率だけで単純に決まるの
でなく、今後も上昇トレンドが続くか、

どこまで上昇するかを織り込んで、考
える必要があります。
　そもそもオフィス市場はサイクル性
が強く、上昇傾向、下降傾向が長続きし
ます。そのため需給バランスが一度、ど
ちらかに振れると、そのトレンドは長期
に継続する傾向があります。その意味
でも、現状3%台の潜在空室率がどこま
で上昇するかに注目する必要がありま
す。通常でも空室率とは2～3ポイント
の乖離は存在します。潜在空室率の上
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図表 5 渋谷区　空室率 & 潜在空室率

図表 4 港区　空室率 & 潜在空室率



昇が今後も続き、7～8%が視野に入る
ようであれば、賃料下落局面入りを警
戒する必要が出てくるでしょう。

アフターコロナの
オフィストレンド
　リーマン・ショック後の状況と重ね合
わせて、オフィスマーケットに対する新
型コロナウイルスの影響を懸念する声
も聞かれますが、オフィス需要への影
響に関しては大きな違いが見られます。
リーマン・ショックの際はオフィスワー
カーが大半を占める「金融業」が起点
となり、幅広い業種に影響が広がりまし
た。今回、真っ先に影響を受けた業種は
「飲食・旅行関連等のサービス業」「小
売業」「運輸業」といった、非オフィス
ワーカーの割合が高い業種です。その
ため、オフィスマーケットへの直接的な
影響度は低いと見ています。
　それを踏まえて、今後のオフィス
マーケットを考えるにあたっては、1年
程度の短期的な変化と、新型コロナウ
イルスの終息を織り込んだ中長期的な
変化に分けて考えるべきでしょう。まず、
短期的にはテレワーク、在宅勤務が広
がることで出勤者数は減少するとみら
れ、オフィス需要にはマイナスの影響
が予想されます。その一方で、ソーシャ
ルディスタンス確保のためには、オフィ
スにおける一人当たりの床面積を増や
さざるを得ず、オフィス需要にはプラ
スの影響も期待できます。結局のとこ
ろ短期的にはプラスマイナス・ゼロとい
うのが実感です。もちろん、就業者数の
減少でオフィス需要の縮小自体は避け
られないところですが、在宅勤務の導
入により、オフィス需要が一気に低下
するといった事態は起こらないとみて
います。
　これは直近でのリーシング現場の動
きとも符合します。足元では、検討・交
渉中の案件をキャンセルや一時凍結す
る動きは落ち着きつつあります。その
一方で、IT系やベンチャー企業を中心

に在宅勤務の本格的な導入により、オ
フィスを解約する動きが増加していま
す。比較的小さい面積のテナントが多
いものの、今後数カ月から1年程度は新
規の契約、解約といったオフィス需要に
直結する具体的な行動はとりにくく、賃
貸オフィス市場は動きが鈍化するとみ
られます。加えて、オフィス戦略に係る
ような本格的なテナントの動きは、ごく
一部にとどまっています。各社とも、ま
ず新型コロナウイルスへの対応を最優
先し、中長期のオフィス戦略は自社の
置かれた状況や、社内外での変化を見
極めながら、慎重に検討を進める姿勢
が見られます。

今後ビルオーナーに
求められる視点
　アフターコロナの時代に求められる
オフィスにおいて、スペックと称される
ハード面はまだはっきりしていない部
分が多いと思います。今までは耐震性
能や非常用発電に代表される「安全
性」や各種認証制度が保証する「環境
性能」など、ビルオーナーにとっては
“分かりやすい”ハード面の基準があり
ました。新型コロナウイルスはハード面
へも影響を及ぼすと思いますが、現状
は各社とも試行段階の印象です。その
一方で、ソフト面ではオフィスに求めら
れる役割や方向性が見えつつあります。
　まず、働き方はテレワークを取り入れ
たハイブリッドにシフトするでしょう。
アフターコロナにおいて、働き方の中で
テレワーク、在宅勤務という選択肢が
広く定着すると思います。ここで重要
なのは“選択肢”として定着するので
あって、それをどの程度取り入れるかは
各企業次第ということです。そこには業
種による違いや、企業ごとのITリテラ
シー、広い意味での企業文化が影響す
るはずです。極端な例では100%在宅勤
務にかじを切るIT系企業のような例も
ありますし、コロナ前のオフィスに戻る
企業もあるでしょう。しかし多くの場合、

企業ごとに最適な割合でテレワークを
取り入れながら、ハイブリッドな「働き
方」を模索するのではないでしょうか。
　そのとき重要なのは、不便はあった
にしろ、会社に行かずに業務を行った
経験が各社員の記憶に残っていること
です。混雑する通勤電車に乗って出勤
することや、移動時間をかけて訪問、出
張することの意味を考えるきっかけに
なったはずです。もちろん対面によるコ
ミュニケーションの重要性は変わらな
いでしょう。また、テレワークに欠かせ
ないビデオ会議には不自由さや限界を
感じた方も多いと思います。しかし ICT
は進歩しますし、使う側も慣れてくるた
め、現状では不便に感じたことも必ず
改善が進みます。
　加えて、新人採用や社員満足度を考
えたとき、テレワークという選択肢を提
供できないことは、変化に対して柔軟
な対応ができない企業という印象につ
ながる懸念があります。日本は少子高
齢化が続くわけですから、一時的に雇
用情勢が緩もうとも、優秀な人材を採
用し、有能な社員を確保することの重
要性は変わりません。企業の存続に優
れた社員は不可欠であり、そのために
は働きやすい環境を提供する必要があ
るのです。
　その一方で、対面の良さも見直され
ており、オフィスに集まることの価値は
今まで以上に重視されると思います。
このことは特に、管理職、経営層が感じ
るのではないでしょうか。多くの社員が
テレワークという選択肢をもつ以上、命
令や優遇とは異なる動機付けで、社員
が自発的に集まり、対面での活発なコ
ミュニケーションが行われるオフィス
です。テレワークでの勤務も選べる中
で、社員が来たくなるようなオフィス、
という視点がこれからは必要になると
思います。つまり、会社に行ってこそ得
られる経験や刺激があり、優れた執務
環境も備えたオフィスが求められるの
ではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症と
オフィスマーケットの動向
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　（一社）東京ビルヂング協会では、毎年度都市政策委員会の各委員からの要望事項を基に、
「東京都予算等要望事項」をとりまとめ、東京都議会各派に要望書を提出しています。今年度
は、8月から9月にかけて、都民ファーストの会、公明党、自民党、立憲民主党・民主クラブに、
新型コロナ対策を含む、次の7項目からなる要望事項を提出いたしました。

1. コロナ禍対策としての緊急要望
　コロナ禍対策としては、既に国や都で様々な施策が講
じられているが、都市の経済インフラである不動産を維
持し、活性化することは、東京のまちづくり上重要であり、
下記について要望するものである。

（1）新しい生活様式のための備えについて
【問題意識】
　新型コロナ感染拡大防止を図り、新しい生活様式を構
築するために、ビル側では感染症対策用品購入に多額の
費用を費やしている。また大規模災害が発生した時に、感
染のクラスター化を回避し
つつ帰宅困難者対策をする
必要が生じている。
【要望事項】
・ 新型コロナ感染症対策の

ために新たに必要となっ
ている感染症対策用品
（マスク・消毒液・除菌
マット・フェイスガード・
体温計・ゴム手袋等の装
備品）を購入した場合、
購入に係る助成を図られ
たい。

・ また、東京都「民間一時
滞在施設に対する支援制
度」の対象として感染症

対策用品を加えて頂きたい（現在は食料備蓄が対象と
されている）。

（2）屋外空間の有効活用について
【問題意識】
　コロナ禍対策においては、いわゆる“三密”を回避し、
十分換気が取れていることが必要とされているが、ビル
内の飲食店舗については、その要件を十分満たすことが
困難なものも多い。そのような課題克服の一助として、屋
外の公開空地などのオープンカフェや臨時店舗などを設
置することが効果的であるが、実際にオープンカフェや
屋外臨時店舗を設けるにあたっては、「東京都飲食店営

令和3年度
東京都予算等要望事項
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災害対応訓練の様子



業及び喫茶店営業の屋外客席に関する要綱」、「行事にお
ける臨時営業等の取扱要綱」により屋外客席が十分に確
保できない、出店団体や出店日数が規制される等により、
十分な規模での展開ができていない状況にある。
【要望事項】
・ 一時的にせよ、両要綱を緩和し、屋外での客席算定ルー

ル、出店日数制限等を緩和し、屋外空地を活用できるよ
うにして頂きたい。

・ また、公開空地と連動する一定のピロティ空間について、
有効活用を支援されたい。

　
（3）テナント・オーナーへの財政支援策について
【問題意識】
　今回のコロナ禍により、飲食店舗等の売上減や集客・宿
泊施設の休業を発端に様々な形で賃貸不動産ビジネスに
マイナスのインパクトが生じており、しかもこれらが長期
化し、更に負の連鎖が拡大した場合には、街並みの維持
保存や地域経済活性化の観点から大きなマイナスの影響
をもたらす恐れがある。
【要望事項】
・ ついては、コロナ禍により大きなダメージを負っている

テナントの賃料補填（感染拡大防止協力金の拡充）、ス
タートアップなどの起業支援、新規出店をする会社への
出店資金の支援等（雇用調整助成金の支給要件緩和*）
の施策を導入頂きたい。

・ 併せて、現行制度では中小企業が対象とされているが、
それ以外の規模の企業でも大きなダメージを受けてい

ることから、特に大規模商業施設・文化施設・ホテルを
対象として休業期間等にかかる補助金の手当て、土地・
建物の固定資産税・都市計画税の軽減措置等を講じて
頂きたい。

　* 受給要件に従前の生産指標（売上等）が必要とされることに
新規店舗・新規開業ホテルなどは対象外とされている。

2. 商業地に係る固定資産税等に関する負担
調整措置の延長・拡大

【問題意識】
　東京都の商業地においては、足元ではコロナ禍にマイ
ナスの影響が想定されるものの、大きなトレンドとして地
価は連続して5年以上上昇し続けており、固定資産税の上
昇につながっている。このような中、現在行われている負
担調整措置がなくなった場合、収入が大きく減少してい
るビル事業者の体力を更に消耗させ、更新投資や再開発
への意欲にマイナスの影響を及ぼし、経済全体にとって
もコロナ禍からの復活に大きな推進力を欠くことになる。
【要望事項】
・ ついては、現行東京都（23区）において都条例により負

担水準の上限を65%として導入されている商業地等の
固定資産税・都市計画税に係る負担調整措置について、
その根拠となっている地方税法とともに適用期限の延
長を図られたい。

・ この際、新型コロナ感染症流行前の好調な不動産市況
を反映し、都心部では20～30%程度の評価額上昇が見
込まれているため、来年度以降3年間（2021～2023年
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度）の土地の固定資産税・都市計画税の課税標準額の
据置措置（商業地・住宅地）を図られたい。

・ また、東京のまちづくりのために行った再開発事業後の
固定資産税評価について、貢献施設や地区施設等の整
備により最有効使用とならない床相当分の評価上の取
り扱いや、複数建物整備時に基準容積を引き下げた敷
地分の見直し評価額などが課題になっているため、善処
願いたい。

・ 更に東京の賑わいを創出し、誰もが文化・芸術を享受で
きる環境を整備するため、『「未来の東京」戦略ビジョ
ン』においてもその重要性が指摘されている文化施設
及びスポーツ施設が維持・運営できるよう、補助金等の
支援を図られたい。また文化・スポーツ施設等に係る固
定資産税の減免措置の創設を図られたい。

3. エリアマネジメントへの財政的支援及び
屋外広告物条例改正による収入拡大支援

【問題意識】
　当協会からは、昨年度もエリアマネジメント活動等推
進のための要望事項（（1）人材支援に係るサポート、
（2）資金援助・財源確保に係るサポート、（3）手続き迅
速化のためのワンストップ窓口創設）を提出し、都市整備
局はじめ各局とも意見交換を継続し、個別にご相談をし、
その一部については問題を共有しつつある。しかしながら、
（2）に関連するエリアマネジメント団体の財政状況は依
然として厳しく、大きな赤字を後ろ盾となる不動産会社

個社が補填し、辛うじて運営できており、サスティナブル
と言うには程遠い状況にある。
【要望事項】
・ ついては、当団体が自律的にマネジメントするためには、

広告収入を拡充することが重要であるが、現状の東京
都屋外広告物条例で要件とされている面積要件などが
阻害要因になっていたり、デジタルサイネージが設置し
づらかったりという状況にあり、十分な収入が得られて
いない。エリアマネジメントの観点から、併せて屋外広
告物条例の改正をお願いするものである。

・ もっとも、エリアマネジメント団体の財政状況は、現在
多額の赤字を母体となる不動産会社個社が補填をして
おり、広告収入が増えたとしても容易に財政状況が好転
する状況にはない。エリアマネジメント団体の活動に対
する資金・財政面での支援措置の拡充・創設を引き続き
お願いしたい。

　
4. BCD（Business Continuity District）

補助金の継続・拡充
【問題意識】
　首都直下地震などの大災害においても業務継続や帰宅
困難者の滞在施設を確保することは、都市に必須の機能
であり、そのためには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が不可欠である。
　現状、国土交通省と東京都の連携補助制度である「国
際競争業務継続拠点整備事業」があり、エネルギー導管

等整備事業に対する補助制度があるが、
補助の対象が当該事業の一部に限定さ
れている。
【要望事項】
・ ついては、既存の東京都災害時業務継

続施設整備事業及び国際競争拠点整備
事業（国土交通省）の補助金制度を継
続いただくとともに、現在は補助の対
象外とされている需要家のエネルギー
受入れ設備の構築費用（配線用管路敷
設費、熱交換器設置費、中央監視盤改
修費）にまで補助の対象を拡大してい
ただきたい。
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5. 市街地再開発事業に関する   
補助金について

【問題意識】
　都市機能の更新・強化に不可欠である市街地再開発事
業では、「社会資本総合整備計画」に基づき国が各地方
団体に対して配分しているが、東京都が支給する補助金
（社会資本整備総合交付金）が、各事業の資金計画に基
づく必要額に満たない状況である。
【要望事項】
・ ついては、市街地再開発事業を通して、「成長力強化や

地域活性化等につながる事業（社会資本整備総合交付
金）」や「命と暮らしを守るインフラ再構築（防災・安
全交付金）」を速やかに進捗させるためにも十分な予算
の確保をお願いしたい。

6. 宿泊施設導入のためのインセンティブ 
について

【問題意識】
　2016年6月国土交通省の通達「宿泊施設の整備に着目
した容積率緩和制度の創設について」に応じて、東京都で
は、「宿泊施設の整備促進に向けた都市開発諸制度活用
方針等の改定」を公表しており、観光立国の推進に寄与
する宿泊施設の整備が求められている。オフィスビル業

界もこれに応じ、宿泊施設用途の導入
による容積割り増しを図り、様々な試
みが進行中であるが、その中で宿泊施
設導入のインセンティブにつき、改善
の余地が残されていると思料する。例
えば、これらの都市計画制度は主とし
て、敷地面積5,000㎡以上の大規模開
発が対象となっており、限定的かつ即
効性も低い。また4つ星クラスのプレ
ミアムクラスの宿泊施設へのインセン
ティブに欠けているため、同クラスの
ホテルが世界主要国に比べ少ないため、
多国間競争において宿泊需要を取りこ
ぼしている状況にある。

【要望事項】
・ ついては、敷地面積5,000㎡未満のオフィスビルに対し

ても宿泊施設等の地域貢献施設を導入するためのイン
センティブ（容積率アップ、補助など）や、客室面積・
ホテル床面積・付帯施設等を条件とするプレミアムホテ
ルを導入した場合のインセンティブ（容積率アップ、補
助など）を検討頂きたい。

7. 継続案件の的確な推進（附置義務駐車場の柔軟な
対応、公的空間の利用上の制限、公開空地の活用要件の拡充）

　下記事項は前年度までに当方より要望をさせて頂き、
都政への反映に向けて努力頂いていることに感謝申し上
げる共に、運用改善につき、的確な施策の改善に向けた
努力をお願い申し上げる。
・ 附置義務駐車場の柔軟な対応：利用実態を把握した上

で、駐車場条例の改正に着手願いたい。
・ エリアマネジメントにおける公的空間に係る利用上の制

限及び手続きに係る煩雑性の解消：個別案件で個別の
課題を解決することを通じて、より利用しやすい公的空
間及び手続きを確立していただきたい。

・ 都市再生特別地区における具体の取組に係る用途等の
柔軟な対応：具体の取組に係る用途の大括り化等につ
き、個別案件で課題を解決することを通じて、より利用
しやすい手続きを模索していただきたい。

・その他

令和3年度 東京都予算等要望事項
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～虎ノ門駅に直結、地下歩行者通路で周辺地域と接続～

再開発事業の3つのコンセプト

　『東京虎ノ門グローバルスクエア』の所在する虎ノ門エリア
は、桜田通りや外堀通りなどの幹線道路が交差し、東京メトロ
の虎ノ門駅や霞ケ関駅、新橋駅など主要な駅が近接する交通
利便性に優れた立地特性を有する。また霞が関の官庁にも隣
接しており、日本の政治や経済の中心として発展してきた。
　しかしながら近年、地区内の建物の老朽化とともに、ビジネ
スワーカーの増加による虎ノ門駅の混雑、バリアフリー動線の
不足など地域が抱える課題として浮上してきていた。とくに
1927年（昭和2年）に開通した銀座線虎ノ門駅はプラット
ホーム奥行が狭く、また、地上へアクセスする階段の幅も人が
すれ違う程度の幅しかなかったため、出退勤のピーク時は長
蛇の列ができてしまい、課題の解決が求められるようになって
いた。
　こうした中、2012年から地区内においてまちづくりの方向
性をテーマにした検討が始まり、やがて2014年8月に市街地
再開発の準備組合発足へと発展していった。
　この検討の中で、以下の3点が再開発事業の柱に据えられた。

① 虎ノ門駅および歩行者動線の機能拡充
② 国際ビジネス交流拠点としての機能強化
③ 高度な防災都市づくりへの貢献
　社会貢献に富んだ、公共性が高い同再開発事業のコンセプ
トが認められ、2015年6月に「東京圏国家戦略特別区域にお
ける国家戦略都市計画建築物整備事業」として内閣総理大臣
の認定を受けることとなった。
　翌2016年4月、虎ノ門駅前地区市街地再開発組合が設立さ
れ、権利変換計画認可を経て、2018年1月に新築工事の着工
に至った。

民地を活用し、地下鉄ホームを拡幅した
日本初の事例

　『東京虎ノ門グローバルスクエア』は、鉄骨造・一部鉄骨鉄
筋コンクリート造地下3階地上24階建てで、敷地面積
2,782.44㎡（841.68坪）、延床面積4万7,261.42㎡（1万
4,296.58坪）の規模である。
　開発の大きな目的の1つである「虎ノ門駅および歩行者動線
の機能拡充」としては、開発地の敷地内に虎ノ門駅のプラット

新たな国際ビジネス交流拠点
『東京虎ノ門グローバルスクエア』が誕生

 東京ビルヂング協会の有力な会員で構成する「虎ノ門駅前地区市街
地再開発組合」（理事長：森村裕介・森村不動産㈱代表取締役）が
開発を進めてきた『東京虎ノ門グローバルスクエア』（港区虎ノ門一
丁目3番1号）が6月30日に竣工した。
　この再開発事業は、隣接する東京メトロ銀座線虎ノ門駅の既存プ
ラットホームを民間の敷地である同開発地内へ拡幅するなど都市機
能の向上に貢献するプロジェクトとして注目を集め、こうした開発の
趣旨から内閣総理大臣より国家戦略特区の認定を受け、進められて
いた。
　地権者として参加しているのは、森村不動産株式会社、日本土地
建物株式会社、株式会社不二屋ビルデング、住友不動産株式会社、
野村不動産株式会社の計5社で、参加組合員として参加しているの
は、野村不動産株式会社、東京地下鉄株式会社の2社である。
　本誌では、東京ビルヂング協会の有力会員が共同で手掛けた『東
京虎ノ門グローバルスクエア』の開発経緯やプロジェクトの概要、
特徴とその魅力などを紹介する。

外観
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ホームを拡幅し、災害時の一時滞在施設としても利用できる
広場を新たに設置。
　銀座線の浅草・上野方面からの電車が到着する虎ノ門駅1番
線には、既存プラットホームに連続する形で開発地内にプラッ

トホーム約200㎡を新設し、プラットホームを拡幅。新設され
た改札口を抜けると、地下駅前広場として約600㎡の空間に
つながる。この空間は、『東京虎ノ門グローバルスクエア』と
地下鉄駅舎間の有効な「緩衝帯」として、消防法上の役割も
担っている。
　また、地下駅前広場から地上への動線としてエレベーター
や東西両方向へのエスカレーターを新設。また、奥行約15m、
長さ約60m、高さ約13mに及ぶ大空間を地上駅前広場に整備
することで、駅の混雑緩和やバリアフリー動線の不足を解消
し、虎ノ門駅周辺の交通機能を大幅に向上させている。
　開発にあたり、建築・構造・外構の設計を担当した日本設計
は「限られた計画地の中で、敷地内プラットホームの確保と事
務所奥行の最大化を両立させるため、主要な低層部構造を斜
め柱とし、逆ハの字型に配置して構造の安定性を確保した。
構造デザインの工夫により、交通機能を大きく改善・向上させ
た」と設計上の特徴を紹介している。

国際ビジネス拠点としての魅力向上

　2つ目の開発コンセプトである「国際ビジネス交流拠点とし
ての機能強化」としては、区道1166号線、通称“協会前通り”
の地下に本国家戦略特区事業の一部として整備された地下歩
行者通路との接続がなされている。
　この地下歩行者通路は、56年ぶりに新設された日比谷線の
新駅“虎ノ門ヒルズ駅”や、エアポートリムジン、BRTが発着
するバスターミナルへつながっている。『東京虎ノ門グローバ
ルスクエア』のテナントは地下1階エントランスから、また銀

断面イメージ

地上駅前広場 周辺駅・ビルとの連続性

地下駅前広場
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座線虎ノ門駅に下車した人は新設の改札を抜けて地下駅前広
場から地下歩行者通路を経由することで、空港や周辺エリア
へ移動することができる。
　虎ノ門エリアは2014年に環状2号線が開通して以降、臨海
部や国際空港へのアクセスが格段に向上しており、今回の新
駅やバスターミナルへつながる地下歩行者通路の整備で国際
的なビジネス拠点としての魅力がより増した形だ。

フレキシブルでレイアウトしやすい
オフィス空間を実現

　『東京虎ノ門グローバルスクエア』は、オフィスビルとして
国際ビジネス拠点にふさわしい仕様や機能を備えている。
　オフィスの玄関口となる1階エントランスは、天井高13mの
地上駅前広場に面しており、エントランスホールも8mの天井
高を確保していることから、光がたっぷりと差し込み、白い壁
面が地上駅前広場との連続性を感じさせる開放的な空間と
なっている。
　受付カウンターやエントランスホールの壁にも工夫を凝ら
した演出が施されている。設計者の日本設計と和紙作家、照
明コンサルタントが協働し、和紙を使った手作業による光壁を
配しているもので、受付の壁には開発地の等高線をすき込み
製作した地形図が描かれている。また、エントランスホール正
面の光壁は『東京虎ノ門グローバルスクエア』の外観の矩形
が浮かび上がるデザインとなっている。
　5階～23階に配置されているオフィスフロアへは、1階受付
からセキュリティゲートを通り、低層階用5基・高層階用6基あ
るエレベーターで向かうことになるが、エレベーターの各かご
の内装壁に工夫が凝らされているのも特徴の一つである。例

えば“低層部の柱のデザイン”や“地下駅前広場の壁天井”、
“外装とフィンの落とす影”といった『東京虎ノ門グローバル
スクエア』を構成するパーツをモチーフにした6種類のデザイ
ンパターンを11基のエレベーターの内装壁に施している。オ
フィスワーカーに対して、毎日のエレベーター利用の際に小さ
な変化を感じてもらうための演出となっている。
　オフィスの基準階面積は1,349.67㎡（408.27坪）、天井高
3.0mを確保。柱を壁面に配置し、全方向に窓がある明るく開
放的な空間が演出されている。また、オートブラインド、個別
空調方式の設備は、フロアを4分割で使用できる設計としてい
るほか、省エネルギーや可変性に優れる高効率LEDシステム
照明、OAフロアなどの仕様を採用している。

　オフィス個別空調方式にはデシカント空調を採用し、温度・
湿度を個別に制御する“顕熱・潜熱分離空調”を行うことで、
快適なオフィス環境を提供している。また、外装に見付寸法
100mm程度の縦横ルーバーを格子状にガラス面から持ち出
して設置することで日射負荷を低減しており、こうした環境面
への配慮等により、米国グリーンビルディング協会が行う環
境に配慮した建物に与えられるLEED-CS予備認証でGOLDを
取得している。（2020年10月 本認証取得予定）
　また、4階には地下・地上の駅前広場から直通エレベーター
でアクセス可能な200㎡の「カンファレンスルーム」、専用ラ
ウンジを整備している。カンファレンスルームは外部者の利用
も可能とするため、ビルセキュリティと分離した動線計画とし、
セミナーや会議など利用者数に応じRoom A（145㎡、72名）
とRoom B（54㎡、30名）に分割可能な計画としている。

防災拠点機能、BCP機能の強化で
地域に貢献

　3つ目の開発コンセプトである「高度な防災都市づくりへの受付カウンターと光壁

オフィスフロア
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貢献」では、災害時の帰宅困難者対策として1階エントランス
ホールと地下駅前広場が「一時滞在施設」として整備されて
いる。この空間には420名の帰宅困難者を受け入れ可能で、3
階の防災備蓄倉庫には3日分の食料・水・毛布などが備蓄され
ている。また、約3日分の（延べ約1,000人）の雑用水の貯水
や雨水の再利用も可能で、防災拠点としての機能強化を図っ
ている。
　災害発生時に想定される停電対策としては、仮に1回線が送
電停止となっても送電が継続できるよう“3回線スポットネッ

トワーク受電方式”が導入されている。さらに、非常用発電装
置も充実。中圧ガスと重油による“デュアルフューエル型発電
機”の採用により、3回線の送電が停止しても中圧ガスで最低
7日間以上、照明・コンセント用15VA/㎡、空調用7VA/㎡の
電源供給を可能にしている。中圧ガスの供給が止まった場合
も、重油により72時間、照明・コンセント用で15VA/㎡、空調
用で7VA/㎡の電源が供給できる。
　またオフィス1階のエントランスホールと地下駅前広場には
デジタルサイネージが設置されており、災害発生時には災害
情報等の一斉配信を行い、情報伝達媒体として活用される。
　このほか、安全・安心のための構造上の取組みとしては、
“座屈拘束ブレース”（鋼管とモルタルに覆われた鋼板芯材が
伸縮・降伏することでエネルギーを吸収）と“オイルダン
パー”、“粘性体制震壁”の3つの制振システムが採用されて
いる。各階に制振装置を分散設置することで、地震や強風に
よって発生する建物の揺れの低減・抑制を図っていく。

新たな国際ビジネス交流拠点
『東京虎ノ門グローバルスクエア』が誕生

　この度、私共が進めてきた虎ノ門駅前地区第一種市街地再開
発事業の「東京虎ノ門グローバルスクエア（主要用途：オフィ
ス）」が6月30日に竣工を迎えることができました。長期にわ
たる事業期間中、多大なご理解とご協力をいただきました地域
の皆様、関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。
　本事業のコンセプトを一言で表現すると、「虎ノ門駅及び周
辺エリアへの機能貢献」になります。
　「虎ノ門駅への貢献」としては、既存プラットホームにプラ
スして当地区の一部の空間を利用した虎ノ門駅プラットホーム
（渋谷行き方面）の拡幅による駅の混雑緩和・安全性向上が挙
げられます。また、駅改札に近接して地上・地下駅前広場を設
けることで、スムーズな駅利用者の流れを可能としました。
　「周辺エリアへの貢献」としては、地下駅前広場と地下歩行
者通路の接続により、日比谷線虎ノ門ヒルズ駅・BRT・バス
ターミナルへダイレクトアクセスできること、また地上駅前広
場において、エレベーター・エスカレーターを設置したことで
虎ノ門駅とのバリアフリー動線を確保していることが挙げられ
ます。特に地下駅前広場については、1階エントランスホールと
共に、災害時に420人の帰宅困難者を3日間収容可能な一時滞
在施設でもあります。本事業は、当地区だけでなく、周辺地域
にも配慮した事業でございます。
　「東京虎ノ門グローバルスクエア」は、国際的なビジネス拠
点としてますます発展する虎ノ門地区の中心を担うビルとして、
虎ノ門エリアの発展に貢献してまいります。

森村 裕介氏
虎ノ門駅前地区市街地再開発組合　理事長

断面図



理事会・委員会報告

7月理事会

日時：令和2年7月6日（月）16時～17時10分

1.決議事項
（1）新規会員の入会について
　賛助会員として申し込みのあったダイダン株式会社及び
セック株式会社について、説明の後諮ったところ、異議なく承
認された。（15頁参照）
（2）令和3年度税制改正・予算要望事項に係る件
　税制・企業経営委員会各委員に確認し、取りまとめた令和3
年度税制改正・予算要望事項（提出者は日本ビルヂング協会
連合会）について、説明の後諮ったところ、異議なく承認された。
（3）令和3年度東京都予算等に関する要望について
　令和3年度東京都予算等に関する要望について説明の後
諮ったところ、異議なく承認された。
（4）役職役員選定及び参与委嘱の件
　櫻井専務理事が本日理事会で理事を退任するため、竹歳副
会長が専務理事・業務執行理事を兼務すること、小関正彦氏
及び森本一彦前常務理事に参与を委嘱することを説明の後
諮ったところ、異議なく承認された。

2.報 告 事 項
（1）代表理事及び業務執行理事に係る職務執行報告
　代表理事である木村会長、種橋副会長、業務執行理事であ
る櫻井専務理事、坂本常務理事、北川常務理事、森本前常務
理事の令和2年3月から6月までの職務執行状況について報告
した。
（2）連合会総会開催の件
　6月3日（水）に、東京のThe Okura Tokyoオークラプレス
テージタワーで、日本ビルヂング協会連合会の定時総会を開
催したこと、「中小ビルの経営を考える集い」「同懇親パー
ティー」「講演会」「総会後懇親パーティー」「懇親ゴルフ」
「懇親旅行」の一連の行事は中止したことを報告した。
（3）臨時会費の件
　6月3日開催の連合会定時総会で、臨時会費として東京協会に
400万円の負担を要請することが承認されたことを報告した。
（4）�新型コロナウイルス感染症へのビル協の対応に

ついて
　配布した「BUILDING TOKYO7月号」に基づき、新型コロ

ナウイルス感染症へのビル協の対応について報告した。
（5）「�ビル事業における新型コロナウイルス感染症感

染拡大予防ガイドライン」について
　「ビル事業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予
防ガイドライン」を作成したこと、及びその概要について説明
した。
（6）エグゼクティブサロンの件
　9月14日に開催するエグゼクティブサロンの概要について
説明した。
（7）耐震化推進キャンペーン開催の件
　9月3日に開催する第13回耐震化推進キャンペーンの概要に
ついて説明した。
　※  耐震化推進都民会議より、新型コロナウイルス感染症対策

として今年度の耐震化推進キャンペーンを実施しない旨の
連絡有り。9月3日は東京協会独自に「防災特別セミナー」
を開催することとした。

（8）�災害対応マニュアル・防災ポケットブックにつ
いて

　「中小ビルの災害対応マニュアル 2020年版」及び「防災ポ
ケットブック」を改定したこと、新たに「テナントの皆さまの
災害対応マニュアル」を作成したことを報告し、概要について
説明した。
（9）春の叙勲の件
　竹歳副会長が春の叙勲で旭日大綬章を受賞したことを報告
した。
（10）委員会報告
　2月理事会以降に開催した委員会の活動状況について報告
した。
（11）今後の行事予定
　7月以降の行事予定について報告した。

委員会報告

都市政策委員会（書面開催）
日時：令和2年6月30日（火）
議題：以下のとおり
1. 令和3年度東京都予算等要望事項（案）について  

事務局案について審議した結果、7月6日（月）の理事会に上
程することが承認された。
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税制・企業経営委員会（書面開催）
日時：令和2年7月1日（水）
提案：以下のとおり
1. 令和3年度税制改正予算要望事項（案）について  

委員長名にて提案した事務局案について、7月6日（月）の理
事会に上程することが承認された。

総務委員会
日時：令和2年7月2日（木） 12：00～13：00
場所：東京ビルヂング協会会議室
議題：以下のとおり
1.  次の2社の新規入会について審議した結果、7月6日（月）の

理事会に上程することが承認された。
賛助会員：ダイダン株式会社
賛助会員：セック株式会社

BUILDING TOKYO
2020年9月号  No.278
令和2年8月31日発行
発行人　小関　正彦
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新会員紹介

（会社名）　ダイダン 株式会社
（住　所）　大阪市西区江戸堀一丁目 9 番 25 号
（申込者）　代表取締役社長執行役員  藤澤 一郎
（事業の内容）　�電気工事、空調工事、給排水衛生

工事、消防施設工事および機械器
具設置工事の設計、監理、施工

（担当者）　�スマートビルディングソリューション室 
エンジニアリング部 課長  水島 龍一郎

（紹介者）　銀泉 ㈱

（会社名）　セック 株式会社
（住　所）　�東京都中央区八丁堀 4 − 6 − 1
（申込者）　代表取締役社長  佐藤 春徳
（事業の内容）　�建築工事、設備工事、内装工事、

不動産案件の紹介（㈱オカムラ
100% 子会社）

（担当者）　�営業本部営業開発統括部 部長  白井 新
（紹介者）　三菱地所㈱

ダイダン セック賛助会員 賛助会員
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