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最先端テクノロジーの活用で都市型スマートシティ実現
～オフィスタワーとレジデンスタワーの大規模複合開発～

都市型スマートシティを
目指し、
最先端テクノロジー活用

　「東京ポートシティ竹芝」は、東急不
動産と鹿島建設が設立した㈱アルベロ
グランデが事業主体となり、東京・竹芝
の旧芝離宮恩賜公園から海岸通りを挟
んだ向かい側の約１万5,591㎡に及ぶ広
大な敷地を活用し、開発したもので、Ａ
街区（約１万2,156㎡）にオフィスや展

示場、商業店舗等を配した「東京ポート
シティ竹芝オフィスタワー」（以下、
「オフィスタワー」）、Ｂ街区（約3,434
㎡）に総戸数262戸の「東京ポートシ
ティ竹芝レジデンスタワー」（以下、
「レジデンスタワー」）で構成されてい
る。
　東急不動産と鹿島建設の両社は、都
市型スマートシティの実現を目指し、
「オフィスタワー」では入居予定のソフ
トバンク㈱と連携し、ビル内の状況を
センシングし、解析したデータをリアル
タイムで活用する最先端のスマートビ
ルを構築。また、「レジデンスタワー」
では住戸内の家電や給湯器操作のほか、
ラウンジの混雑状況確認などレジデン
スタワーの各種サービスを１つのアプ
リに統合し、活用できる都市型スマート
レジデンスを提案しているのが特徴。

ワンフロア約3,000㎡、
海と緑を感じる
オフィス空間

　「オフィスタワー」は、地下2階地上
40階建て、延床面積が約18万2,052㎡

に及ぶ規模を有している。6階がオフィ
スロビーで、オフィスフロアは9階～39
階となっている。東京湾の海と浜離宮
恩賜庭園の緑を感じることができるワ
ンフロア約3,000㎡のワークプレースを
提案しており、ソフトバンクグループ㈱
とソフトバンク㈱の入居が決定してい
る。開放的なパントリーやパウダー
ルームを備えた女子トイレなど充実し
た共用部を提供しているのも特徴の
一つ。
　また、8階はクリエイションフロアとし
て、東急不動産の会員制シェアオフィ
ス「Business-Airport Takeshiba」や
企業が独自に映像を撮影できる撮影ス
タジオ「PORT STUDIO」、一般社団法
人CiP協議会と連携し、国際ビジネス拠
点を創出する「研究開発・交流スペー
ス」を配している。
　1階から3階、6階の飲食を中心にした
「竹芝グルメリウム」には、21店舗のバ
ラエティに富んだ店舗が出店しており、
オフィスワーカーだけでなく、近隣住民
や来街者も利用可能。また、陳列業務
を担うロボットを導入し、人とヒューマ
ロイドロボットが一緒に働く次世代型コ

『東京ポートシティ竹芝』が開業

「竹芝」全体の航空写真

「オフィスタワー」の外観

　東急不動産と鹿島建設が、国家戦略特別区域の特定事業として
共同で開発にあたった「東京ポートシティ竹芝」が9月14日に開業
しました。
　最先端のテクノロジーと新たな時代の働き方に対応した地上40
階建てのオフィスタワーと、都心居住のスマートなライフスタイル
を提供する地上18階建てレジデンスタワーで構成された大規模複
合プロジェクト。
　本誌では、「東京ポートシティ竹芝」の概要と魅力を紹介してい
きます。
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ンビニ「ローソン Model T 東京ポート
シティ竹芝店」、仕事帰りに気軽に立ち
寄れる「みなと横丁」など話題性のある
店舗や区画を提案している。
　このほか、1階にスクール形式で最大
350名を収容できる「PORT HALL」、2
階から6階に緑に囲まれた憩いの空間
「スキップテラス」を整備している。

リアルタイムデータの
活用で、新たな働き方を
提案

　都市型スマートビルの新しいモデル
となる「オフィスタワー」では、従来の
ビル設備に加え、最先端のセンシング

デバイスとエッジ解析により、データ
をプラットフォーム「Smar t C i t y 
Platform」に収集し、リアルタイムに処
理・配信していく。
　配信されたリアルタイムデータは、
オフィスワーカーや来館者、店舗テナ
ント、ビルマネジメント関係者がアプリ
や館内サイネージ、Webサイトなど
様々な手段で情報に触れることが可能
で、利便性や快適性の向上とともに、
データを活用した効率的なビル管理の
実現にも寄与することが期待されている。
　具体的には、エレベータ―ホールや
ビル内施設の混雑状況、気温・湿度と
いった環境情報など、あらゆるデータ
をオフィスワーカー向けに配信。リアル
タイム情報の可視化により、混雑など
を回避した快適なワークスタイルを実
現していくというもの。
　たとえば、エレベーターホールの混
雑状況を3Dセンサーで検知し、リアル
タイムで配信するほか、混雑状況の
データを活用することにより混雑が緩
和する時間帯をワーカーに提案し、出
勤時間の分散などに役立てていく。
　また、2階から6階のテラスではAIカ
メラがテラスの空き情報を探知するほ
か、屋外環境センサーが温度や湿度を
測定し、それぞれのデータを配信。ラン
チや休憩、外での仕事などテラスの快
適な利用をサポートしていくというも
の。さらに、開閉センサーによるトイレ
の空き情報の可視化などにも取り組ん
でいく。

「オフィスタワー」の断面図

オフィスロビー

「Smart City Platform」の解説図
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データ活用による
店舗テナントの
マーケティング支援

 1階から3階、6階の「竹芝グルメリウ
ム」では、出店している飲食店舗の混雑
状況をAIカメラが映像解析し、ビル内
約30か所に配したデジタルサイネージ
へリアルタイム配信することでスムー
ズな店舗選びを提案。このほか、ビル
の外に出てみないと判明しないゲリラ
豪雨などの天候情報、電車の運転見合
わせなどの交通情報についても、ビル
内のサイネージやワーカー向けのアプ
リで配信するなどワーカーや館内利用
者の利便性向上を図っていく。
　また、店舗テナントに対しては、AIカ
メラやWi-Fiのデータを活用することに
より、館内の施設利用の傾向情報を分
析し、データを提供。テナントが営業戦
略や売上げ予測を検討したり、在庫管
理の最適化を図る際に役立ててもらう
など、「数値に基づいたマーケティン
グ」としてテナントを支援していく。

効率的なビル管理
「スマートビル
マネジメント」を実現

　ビル管理の面では、施設内データを
集計・可視化するほか、Webアプリ
ケーションで監視することにより、異常
を検知。管理スタッフのグループアプ
リと連携し、リアルタイムで状況の把握、
情報の連携、異常事態への対応を図り、
効率的なビル管理・セキュリティの向上
を実現していく。
　具体的には、「施設内ヒートマップ」
や「警備員位置情報」、「要注意者検
知」、「立ち入り禁止区域の監視」など
の情報をリアルタイムで可視化し、ス
ピーディーな検知と迅速な警備員対応
を図っていく。また、トイレの利用状況

やゴミ箱の残容量も可視化。適切な頻
度で必要な箇所の清掃を実施し、効率
的な清掃業務につなげていく。
　このほか、管理面の特徴は、清掃と
警備のロボットを導入している点。清掃
ロボットはソフトバンクロボティクス㈱
のロボット清掃機「Whiz」で、人と役
割分担することによって清掃の効率化、
人手不足の解消を図っていく。また、警
備ロボットは、SEQSENSE㈱の自立移
動警備ロボット「SQ-2」を導入し、巡
回業務や立哨業務、動哨業務にあたり、
警備業務の負担を軽減していく。
　警備ロボットの導入にあたって最大
の課題であった上下階の移動について
は、三菱電機㈱のロボット・エレベー
ター連携システムが解決。最新のIoT技
術を取り入れた通信方式により、①配
車号機の通知、②戸開閉情報、乗車・降
車指示のやり取り、③複数種・複数台の
ロボットへの対応―などが可能となり、
エレベーターに乗って階を移動しての
警備を行っていく。

「Smart City Takeshiba」が
都の「スマート東京」
プロジェクトに採択

　「東京ポートシティ竹芝」の開発に合
わせ、竹芝地区ではエリアマネジメント
を推進していくための一般社団法人竹

芝エリアマネジメントが設立され、この
竹芝エリアマネジメントと東急不動産、
鹿島建設、一般社団法人CiP協議会、ソ
フトバンクの5者は共同で竹芝地区にお
ける「Smart City Takeshiba」の推進
に乗り出している。
　「Smart City Takeshiba」では、竹
芝地区で収集した人流データや訪問者
の属性データ、道路状況、交通状況、水
位などのデータを様々な事業者が活用
できるデータ流通プラットフォーム（都
市OS）の開発や先端技術を活用した各
種サービスの展開を目指している。
　こうした「Smart City Takeshiba」
の取組みが、東京都の目指す「スマート
東京」の実現に向けて公募している「先
行的なモデルを構築するためのプロ
ジェクト」に7月17日付で採択された。
今後、竹芝地区が抱える課題を解決し、
竹芝地区における回遊性の向上や混雑
の緩和、防災の強化などとともに、地区
の経済的発展と付加価値の創出に期待
が寄せられている。

３タイプの住戸262戸
からなる
「レジデンスタワー」

　「東京ポートシティ竹芝」の一角を構
成する「レジデンスタワー」は、ゆりか
もめ竹芝駅から徒歩1分という好立地に
位置する。建物は地上18階建て、総戸
数262戸で、住戸はスマートなライフス
タイルをコンセプトに、「レジデンス」
（138戸）、「シェアハウス」（44戸）、
「サービスアパートメント」（80戸）の
3タイプからなる。
　レジデンスは、地上9階から18階の
10フロアを占め、9階～16階が「レンジ
デンスフロア」、17階・18階が「プレミ
アムレジデンスフロア」。間取りは1K～
3LDKで、最上階住戸のリビングの広さ
は最大で約37帖と湾岸エリアを望む広
い空間を提案している。

警備と清掃のロボット
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　シェアハウスは、地上2階～4階の3フ
ロアに配しており、44戸の住戸は1R～
1LDK。
　また、サービスアパートメントの80
戸は、地上5階～8階に位置し、蔦屋家
電プロデュースによる家具・家電付き
の住まいを提案しているのが特徴。間
取りは1R～2LDK。

最先端テクノロジーで
スマートライフを実現

　「レジデンスタワー」は、スマートな
ライフスタイルを実現するため、最先

端のテクノロジーを導入しているのが
特徴。
　セキュリティの面では、建物の入り口
や玄関に設置されている顔認証機能と
エレベーターシステムの連携により、
タッチレスでストレスフリーな入館を可
能にしている。また、㈱ビットキーのス
マートロックを導入。これにより、ゲス
ト訪問時に、エントランスのドア、連動
するエレベーターが一時的に利用可能
なデジタルキーの発行が可能となり、
不在中にビットキーと連携している家
事代行サービスや、生協の宅配など、
物理的な合鍵を渡すことなく利用する
ことができ、生活利便性が大きく向上
する。
　このほか、これまでサービスごとに
専用アプリが設けられ、入居者自らの
設定操作や管理が必要であったアプリ
活用について、多様なサービスを統合
した入居者専用オールインワンアプリ
を提供しているのも特徴の一つ。
　これは、ソフトバンクのグループ会
社であるエンコアードジャパン㈱のIoT
サービス「コネクト」をカスタマイズし
たことにより、入居者に提供する20種
類以上のサービスを１つのアプリから
ワンタッチで利用できるようになった
もの。
　アプリ上でエアコン・照明・給湯器・

床暖房等の操作ができ、ラウンジや
フィットネスルームなど共用施設の混
雑状況がリアルタイムで確認できる。
また、管理会社やコンシェルジュからの
メッセージの確認、設備点検など暮ら
しの情報のやり取りも効果的に行うこ
とができるようになる。

充実した共用施設と
サービスを提案

　さらに、おうち時間を充実させる共
用施設を提案しているのも特徴だ。
　東急スポーツオアシスが運営するオ
ンラインエクササイズ も楽しめる
「FITNESS ROOM」、東急ハンズがプ
ロデュースしたシェアハウス入居者限
定の「DIY-LOUNGE」、在宅ワークを
サポートするシェアハウス入居者限定
の「WORK-LOUNGE」、趣味や娯楽
を楽しむ「LIBRARY-LOUNGE」や
「PLAY-LOUNGE」、「WA-LOUNGE」
（外国人入居者が和を感じることがで
きる小上がりの畳式のスペース）など
盛りだくさんの共用スペースを配して
いる。
　入居者の趣味や娯楽から仕事まで、
暮らしのあらゆる場面で充実感、満足
感が得られる至上の空間となっている。

『東京ポートシティ竹芝』が開業

レジデンスタワーの外観

レジデンスタワーの断面図 WORK-LOUNGE



the ARGYLE
aoyama

開発概要

　2015年に「青山ベルコモンズ」と隣接ビル「北青山ティー
スビル」を本物件開発を目的に組成された特定目的会社に
よって取得して以降、再開発計画に当たり約2年の計画期間を
要しました。新国立競技場が建設され今まで以上の賑わいが
期待される青山エリアおいて、新たなランドマークを建設する
に当たり、東京都総合設計制度を活用しました。これにより、
容積率制限につき、基準容積率約675%から約850%まで容積
率を緩和され、効率的な空間利用が可能となり、加えて、空地
を敷地面積の約50%確保することで、歩行者空間のゆとりを
確保し、ワーカー及び生活者にとって潤いある都市空間を実
現しています。
　施設構成は、地下1、2階に駐車場・駐輪場、1、2階にバラエ
ティ豊かな5店舗の飲食・物販店舗、3、4階にホテルレセプ
ション・レストラン・イベントスペース、5～15階にオフィス、
16～19階にホテル客室・レストラン、20階にホテルレストラ
ン・ルーフトップバーを配置しています。縦積みの複合用途と
して施設構成を行うことで、人が自然と集まるような仕掛け

を取り入れ、施設全体が交流・溜まりの空間となることを企図
しました。
　ホテルの運営会社は株式会社Plan·Do·Seeを選定しました。
オリエンタルホテル神戸（神戸市）、ウィズ ザ スタイル 福岡
（福岡市）、ザ・ルイガンズ.（福岡市）等、その地域の特性を
活かしたホテル運営で定評のある同社の東京で初出店となる
「THE AOYAMA GRAND HOTEL」は2020年8月に開業を
迎えました。ミッドセンチュリースタイルの落ち着いた雰囲気
の客室をはじめ、洗練された空間と多彩なレストランを揃え、
80年代を意識したライフスタイル型ホテルとして豊かなひと
ときをお届けいたします。

the ARGYLE aoyamaの
名称・デザイン

　建物名称の「the」は「東京の他開発案件と同質化しない唯
一無二な建物」であることを表現し、菱形の連続で構成され
る「ARGYLE＝アーガイル柄」は「様々な人が行き交う場所」、
「多用途が混在し、新しい文化やイノベーションを織り成す様
子」を表現しております。
　外観のデザインについては、青山通りの賑わいのある多様
な街並み要素や建物を利用する方々の交流の動きを縦・横方
向のアクセントに変換し、模様を紡ぎだすチェック柄やアーガ
イル柄等をイメージしてファサードに浮かび上がらせること

青山エリアの新たなランドマークとなる、
オフィス・ホテル・商業の複合ビル

　青山エリアの新たなランドマークとなる、オフィス・ホ
テル・商業の複合ビル「the ARGYLE aoyama（ジ アー
ガイル アオヤマ）」が2020年6月に竣工しました。
　青山通りと外苑西通りの交わる南青山三丁目交差点に
位置する、かつては80年代のファッション業界の象徴的な
建物として、また、地域のシンボルとして長年人々に愛され
ていた「青山ベルコモンズ」の跡地において、その歴史を
踏まえ、多種多様な人 ・々文化の交流空間を創出すること
を目指し、地上20階、延床面積23,122.57㎡のオフィス・
ホテル・商業ゾーンからなる複合ビルが誕生しました。
　三菱地所は本計画を通じて、今後も青山エリアの更な
る賑わい創出に寄与するだけでなく、エリアの魅力向上
を目指し、牽引してまいります。

三菱地所㈱都市開発部
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20 階  ： ホテル（レストラン・ルーフトップバー）

19 階 ： ホテル（客室・レストラン）

16～18 階 ： ホテル（客室）

5～15 階 ： オフィス

4 階 ： ホテル（レセプション・レストラン）

3 階 ： ホテル（イベントスペース）

1、2 階 ： 飲食店舗・物販店舗

地下1、2 階 ： 駐車場・駐輪場



で、ファッションの街“青山”の魅力を最大限表現できるデザ
インとしました。低層部はあえてデザインを切り替え、緑豊か
で開放的な空間を演出することで、圧迫感を抑えるとともに、
周囲の街並みや景観との調和を図っております。また、神宮外
苑の緑豊かな環境を敷地内に取り込み、屋上や3、4階テラス
に緑化を施すことで、緑を感じる人々の活動の場を創出して
います。

the ARGYLE aoyamaの機能

オフィス機能  基準階フロアは、様々なニーズに対応できる約
250坪の整形なフロアプレートとなっております。多様な働き
方が求められる時代背景の中、WeWorkが4フロアにわたり
コワーキングスペースを提供しています。東京メトロ銀座線

「外苑前」駅、東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参
道」駅、東京メトロ銀座線・半蔵門線「青山一丁目」駅の3路
線3駅へのアクセスが可能で、交通利便性の高い立地に加え、
「青山ベルコモンズ」跡地という土地の歴史性や新たな文化・
情報拠点としての可能性についても評価頂き、多くの引き合い
を頂いて竣工時点で満室稼働となっております。非常用発電
設備にてオフィス専用部内に約48時間の電力供給が可能です。
 

ホテル機能  ミッドセンチュリースタイルの落ち着いた雰囲気
の客室は、スイート、プレミアム、デラックス、スーペリア、ス
タンダートの5種類の客室クラスに分かれており、それぞれ約
30～60㎡の42室にて展開しております。居心地の良さにこだ
わった広々とした空間で、住まうような宿泊体験をお愉しみい
ただけます。
4・19・20階にはホテル運営の多彩なダイニング5店舗を用意
しており、世界中からホテルに訪れる方々をおもてなしします。
クラシックでシンプルなイタリアンや鮨の名店や素材にこだ
わった日本料理、カジュアルダイニング、街を一望できるルー
フトップバー等、シーンに合わせたダイニング体験をご提供
します。

the ARGYLE aoyama

7BUILDING TOKYO ─ NOVEMBER.2020.

オフィス
機能

● 「外苑前」駅徒歩3分の交通利便性や「青山ベル
コモンズ」跡地という歴史性等を評価いただき、
竣工時点で満室稼働

● 天井高約2,800mm、整形なフロアプレート（専
有面積約250坪）が特徴の高機能オフィス

ホテル
機能

● 地域の特性を活かしたホテル運営で定評のある
Plan・Do・Seeが東京初出店。「青山ベルコモン
ズ」が一世を風靡した80年代を意識したライフス
タイル型ホテル。客室数は全42室、客室サイズは
約30～60㎡

● 4・19・20階：ホテルが運営するイタリアンや日
本料理、ルーフトップバーなど多彩なダイニング
5店舗を用意

商業
機能

● 1～2階：来街者・ワーカー・地域住民・ホテル宿
泊者など様々な方が楽しめる飲食・物販の5店舗
がオープン

オフィス基準階（13 階）

フロアプレート（オフィス基準階）



商業機能  1～2階の商業ゾーンには、バラエティ豊かな飲食
店舗・物販店舗を配置し、来街者・ワーカー・地域住民・ホテ
ル宿泊者など、「the ARGYLE aoyama」にお越し頂く様々な
お客様に楽しんで頂ける空間を創出します。

the ARGYLE aoyamaの特徴

◆防災・環境配慮機能
・ 東京都総合設計制度を活用することにより、空地を敷地面

積の約30%確保しております。歩行者空間のゆとり確保や、
広場状空地の配置により地域貢献に寄与します。

・ 入居テナントのBusiness Continuity Plan（BCP）への関
心・対策に配慮し、非常用発電機設備による電力供給（約
48時間）、各階にテナント用の防災備蓄倉庫を設置。

・ 北西側広場では、緑豊かな広場空間を整備するとともに、災
害時には温かい食事等が提供できるかまどベンチを設置し、
地域コミュニティに役立てます。

・ 周辺環境への配慮として、屋上に太陽光パネルを設置し、建
物内にグリーンエネルギーを供給します。

◆回遊機能
・ 1～2階の商業、3階のイベントスペース、4階のホテルラウ

ンジ、5～15階のワークプレイス、最上階のルーフトップ
バー等、縦積みの複合用途として施設構成を行うことで、人
が自然と集まるような仕掛けを取り入れ、施設全体が交流・
溜まりの空間となることを企図しました。テクノロジーの進
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TEAPOND
（紅茶・茶器販売 )

Paul Stuart
( 紳士服 ･ 婦人服 ･Bar) 川上庵

THE CITY BAKERY
ジ アーガイル青山

（ベーカリー & カフェ）

串揚げ
海老虎



化とともに消費パターンやワーク・ライフ・バランスが大き
くシフトしており、働き方改革、コラボレーションやネット
ワーキングの機会創出等が求められる時代背景を踏まえ、
the ARGYLE aoyamaでは、入居テナントや来街者・ホテル
宿泊者といった利用者だけでなく、エリアワーカーや生活者
をも巻き込み、建物という箱を超えたバリューチェーンを創
出して相互にシナジーを生むことで、エリアにおけるコミュ
ニティや情報のハブ拠点となることを目指します。これは、
流行や文化の発信拠点であった「青山ベルコモンズ」の歴史
を継承・再生するものです。

◆�情報発信機能
・ 南青山三丁目交差点側に設置した縦約5m×横約10mの大型

デジタルサイネージは、交差点（＝cross-point）に位置する
ことから名称は「the ARGYLE aoyama cross（クロス）
-point（ポイント）」としました。歩行者から視認性の高い目
線位置のLEDビジョンとなっており、街を行き交う人々に向
けて、入居テナントの宣伝広告のほか情報のハブ拠点として
地域に根差した様々な情報発信を行っていきます。

・ ホテルが運営する3階のイベントスペース「AOYAMA 
GRAND HALL」には、ホール（約220㎡、天井高約4.5m）、
ホワイエ（約90㎡、天井高約4.5m）、テラス（約60㎡）があ
り、約300名規模のイベント開催が可能です。片面窓の開放
的なフロアと、充実した設備を備える多目的スペースとして、
様々な文化が息づく青山の新たな発信拠点を提供します。
新作発表会や展示会等の会場としてもご活用いただけます。

the ARGYLE aoyama
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計画概要

建物名称：the ARGYLE aoyama

所 在 地：東京都港区北青山二丁目14番4号（住居表示）

アクセス：東京メトロ銀座線「外苑前」駅徒歩3分

敷地面積：2,264.27㎡（684.94坪）

建築面積：1,261.25㎡（381.53坪）

延床面積：23,122.57㎡（6,994.58坪）

地域地区：商業地域

主要用途：事務所（5～15階）、ホテル（3・4・16～20階）、

　　　　  店舗（1・2階）、駐車場（地下1・2階）

階　　数：地上20階、地下2階

構　　造：S造、地下一部SRC造

建 築 主：第6メック都市開発特定目的会社

　　　　 （三菱地所の連結子会社、出資構成比100%）

開発業務受託者：三菱地所株式会社

設 計 者：株式会社三菱地所設計

施 工 者：株式会社錢高組

着　　工：2017年12月11日

竣　　工：2020年6月19日

the ARGYLE aoyama cross-point
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最悪の事態に備えるのが
BCPの基本

　本日は、新型コロナウイルス感染症に
関しての事例がまだ少ない中で難しいと
ころではありますが、東京ビルヂング協
会会員の皆様の経営判断に役立つ情報を
提供できたらと思っています。なお、こ
の講演にあたって、東京ビルヂング協会
の事務局と協会会員の2社にヒアリング
への協力をいただいたほか、危機管理の
専門企業である㈱エス・ピー・ネット
ワークから資料の提供を受けました。ご
協力に感謝いたします。
　本日の内容は、第1部で「なぜ、今、新
型コロナ対策なのか？」、第2部で「新型
コロナ対策でやるべきこと、慎重にすべ
きこと」、第3部で「新型コロナウイルス
に関する法律問題」といった順に話を進
めていきます。
　まず、「なぜ、今、新型コロナ対策なの
か？」ということですが、国内の新型コロ
ナウイルスの感染者数は今後どうなって
いくのでしょうか？
　危機管理専門の㈱エス・ピー・ネット
ワークが今年の6月に作成した資料があ

ります。これには3つの予測が示されてい
て、①「山あり谷あり型」（2021年夏ま
で同じような感染者数の波が続くシナリ
オ）②「スペイン風邪型」（強烈な第2波
がきて、その後2022年まで感染者が増
減していくシナリオ）、③「くすぶり継続
型」（当初に大きな波がきて、その後に
小さな波が2022年まで繰り返していく
シナリオ）です。
　会場の皆さんはどのシナリオになると
思うのか、挙手してください。①は半分
に満たないくらいですね。②は3人、③が
最も多いですね。

　確かに③が最も良いシナリオにみえま
すが、危機管理の観点からは「最悪の事
態に備える」ということがBCPの基本だ
そうです。ですから、ビルオーナーの皆
さんも最悪の事態を想定し、備えてくだ
さい。

予見できたか、結果が回避
できたかが問われる

　次に、第2部の「新型コロナウイルス対
策でやるべきこと、慎重にすべきこと」
についてお話します。
　新型コロナウイルスに関連し、ビル
オーナーにとって一番心配なのは、所有
するビル内で陽性者が出て感染が拡大し
てしまった時に、陽性者本人や陽性者が
出たテナントから損害賠償請求されない
かということだと思います。
　ビル内における安全配慮義務が問われ
るわけですが、参考になる事例として森
ビル回転ドア事件があります。この事件
では、回転ドアの製造者とビルの管理責
任者に執行猶予付きの有罪判決が下され

綾部 薫平氏
しぶや総和法律事務所 代表弁護士

新型コロナウイルス感染症に対する新型コロナウイルス感染症に対する
ビルオーナーの対処法ビルオーナーの対処法

エ グ ゼ ク テ ィ ブ サ ロ ン
第 12 回

　東京ビルヂング協会は9月14日、東京・丸の内の日本工業倶楽部で第12回目
となる『エグゼクティブサロン』を開催した。新型コロナウイルス感染症の影響
から、三密を避けるため、会場である日本工業倶楽部で一番広い2階大会堂を
40名限定の座席数に絞り込んでの開催となった。
　今回のエグゼクティブサロンは、賛助会員でもあるしぶや総和法律事務所の
代表弁護士の綾部薫平氏を講師に迎え、新型コロナウイルス感染症の影響を
受けるビルオーナーに対し、その対処法等が紹介された。
　以下、講演の骨子をまとめた。

講師の綾部薫平氏

新型コロナウイルスへの対処法が詳しく紹介された
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ました。ここで問題となったのは結果責
任ではなく、予見義務があったというこ
とです。死亡事故の発生する3か月前に
同種の事故があり、防止策が提案された
ものの、実施していませんでした。過去
の事実を捉え、後付けで過失が認定され
た裁判でした。
　民事の安全配慮義務も基本構造は同じ
です。予見できたか、結果は回避できた
かということが問われます。

最新の感染対策など
情報のキャッチアップが大事

　新型コロナウイルスに置き換えると、
たとえば4月上旬から5月上旬にかけての
第1波、7月下旬からの第2波においてビル
内で陽性者が発生した際、過去に遡って
感染が予見できたか、ということが裁判
では問われるわけです。場合によっては
過失を認定されてしまうこともあります。
　それではどうしたらよいのか。「最新
情報に敏感になること」、「最新の感染
防止策を実践すること」が大事です。ま
た、これはBCPの基本ということですが、
「平時に予測を立て、緊急発生時には予
防により最悪の事態を回避し、平時に立
てた対応で復旧スピードを上げる」とい
う事前準備が重要になってきます。
　テナントに陽性者が発生した時の対応
として、後手に回った事例（協会非会員
企業）と事前準備が成功した事例（会員
企業）を紹介しておきます。
　後手に回った事例では、1階のコンビニ
が休業していることに気付いたビル管理
会社の社員が店長に連絡すると、「店員
に陽性者が出て保健所の指示で前日から
休業している」と回答。双方の言い分は、
管理会社は「テナントが連絡をくれると
思っていた」、店長は「管理会社への連
絡は求められていない」というものです。
結局、時期を失したため、他のテナント
に報告せず、共用部分の消毒も実施しな
かったということです。48時間経過して
いないため、新型コロナウイルスが残存
している危険がありました。
　一方、事前準備が成功した事例では、
朝8時にテナントより陽性者発生の報告
があり、9時に全テナントに第1報（発症
日や最終出社日など）を伝え、13時に第

2報（他のテナントには濃厚接触者がい
ないこと、共用部分の消毒の実施等）、
18時に第3報（消毒の終了）を伝えたと
いうことです。被害拡大を最小化し、早
期に正常化することができた成功事例で
す。

事前準備で危機発生時に
差が付く

　日本ビルヂング協会連合会でも「オ
フィスビルの標準賃貸借契約書」を発行
していますが、通常の賃貸借契約書では、
感染症についてテナントに管理会社や
オーナーへの報告義務はありません。
　賃貸借契約書に手当されていない感染
症に対しては、ビルオーナーとテナント
で事前打ち合わせをしていくことが大事
です。可能であれば、陽性者発生時の報
告義務や陽性者の個人情報の取扱いにつ
いて覚書を締結しておくとよいです。ま
た、土日の緊急連絡先もお互い知ってお
くことが大切です。
　さらに、ビルオーナーや管理会社で社
内マニュアルを整備しておくことも大事
です。①陽性者発生テナントへのヒアリ
ング事項（発症日、最終出勤日、行動経
路）、②他テナントへの連絡（とくに第1
報が重要）、③消毒（通常の清掃会社で
新型コロナウイルス消毒が可能かどう
か）などです。
　仮に裁判になった場合、過失を否定す
るにはどれだけ講じた対策を説明できる
かにかかってきます。消毒や換気などは、
利用者の啓発と安心につながるので目に
見える形でやるべきです。また、日本ビ
ルヂング協会連合会の「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」に記載されている“講じ
るべき感染防止策”を実践
するのもいいと思います。
複数の対策メニューを実施
し、記録しておくことが重要
です。
　過失という点で、テナン
トから換気設備やサーモグ
ラフィーなど最新設備の導
入を求められた際の対応に
ついてですが、 “ハンドの
公式”という考え方があり

ます。「コスト＞ 被侵害利益の大きさ×
損害発生の蓋然性」を比較するのですが、
導入コストが2,000万円とします。被侵
害利益の大きさが1億円でその発生の蓋
然性が15%でしたら、1,500万円となり
ます。2,000万円＞1,500万円とコストの
方が大きくなり、過失はないということ
になります。
　また、慎重にすべきことですが、ビル
オーナーからテレワークや時差出勤の要
請をすると、賃料減額を要求される可能
があります。また、エレベーターや喫煙
室の使用制限、来館者の制限などを要請
すると、共益費の減額要求につながりま
すので、テナントの意見も聞きつつ、慎
重に対応すべきです。

個人情報などの注意が必要

　第3部の「新型コロナウイルスに関する
法律問題」ですが、まずは陽性者の個人
情報の取扱いです。個人情報保護法では、
病歴は「要配慮情報」になっています。
陽性者の特定を防ぐ配慮が必要で、本人
の同意がない限り、テナント名やフロア
階数を明らかにしないことです。
　また、新型コロナウイルスにより、やむ
を得ない理由で、ビル全体を閉館する場
合、賃貸借契約書に免責条項があればテ
ナントへの営業補償は不要です。ただ、
賃料については、建物使用の対価ですか
ら、賃料請求はできないと思われます。
　最後に、ビルオーナーから感染原因に
なったテナントや来館者への損害賠償請
求ですが、テナントや来館者の過失や感
染拡大との因果関係、損害額等を立証で
きれば、可能です。ただし、立証責任は
オーナー側にありますので、よく判断し、
行動された方がよいです。

会場の様子



1.�基調講演

「自然災害に対する備え」
～水害列島ニッポン！
企業はどう対応すべきか～
（公財）リバーフロント研究所
技術審議役

土屋 信行 氏

ハザードマップ― と一致した
実際の浸水被害
　本日は、①洪水はなぜ起こる②なぜ水害
になるのか③企業が生き残るには―という
視点で話を進めていきます。
　近年、水害が全国各地でたくさん発生し
ていますが、洪水と水害という2つの言葉が
混同して使われていることがあるので、ま
ず解説しておきます。
　雨が降って、普段流れている川の量が極
端に増えた状態を洪水といいます。河川の
堤防から水が溢れていなくて、川の水が大

量に流れていれば洪水というわけです。洪
水によって、私たちの暮らしや経済に被害
が及ぶことを水害といいます。たとえば、山
奥で大雨が降って水が流れ出ていたとして
も、私たちの生活に影響を及ぼしていなけ
れば、水害とは呼ばず、これは自然現象とい
うことになります。
　まさに、企業が持続可能な事業活動を将
来にわたって続けていくことができるかと
いうのは、この自然現象をどう捉えていくの
かにかかってきます。
　水害を防ぎ、減らすことは、行政による治
水対策や地域の取組みなど社会的な活動が
必要で簡単なことではありません。
　それに比べ、科学的な取組みの進歩に
よって台風の発生や進路、豪雨がもたらす
雨量などがより正確に予測できるようにな
り、自然現象である洪水を知ることは容易
になってきています。いま（9月3日）も台風
10号が九州に接近していますが、近年の気
象予報は大変精緻になっていて、台風の進
路予想も正確さを増しています。
　今年7月に「令和2年7月豪雨」と名付けら
れました豪雨が発生し、熊本県をはじめ全
国各地に大きな被害を及ばしました。熊本
県で氾濫した球磨川のデータをみると、降
り始めから止むまでの連続降雨量は1,000
㎜を超えていました。それに加え、険しい
山々から球磨川へ雨水が流れ込む地形も重
なって、広範囲にわたって浸水被害をもた

らす結果となりました。
　この球磨川流域の浸水被害エリアは、自
治体が作成しているハザードマップに記載
されている浸水想定エリアと重なっていま
した。ハザードマップは気象予報と同じく精
緻で、信じてほしいということが皆さんに伝
えたいことの一つです。

知って、おそれて、備える
　もう一つここでは「知って、おそれて、備
える」ということをお伝えしたいと思います。
　「知ること、おそれること」に関しては皆
さんも理解してきていますが、「備えるこ
と」についてはまだ不十分です。それは、ど
のような被害を受けるのかということがわ
からないからだと思います。
　2018年の西日本豪雨では水害による死
者・行方不明者の数が221人と200人を超
えました。439人を数えた昭和57年（1982
年）の長崎大水害以来の被害者数にのぼり
ました。
　ただ、こうした水害はなかなか記憶には
残りません。地震の場合は、大きな地震が
時々発生し、甚大な被害をもたらすので、記
憶に残ります。たとえば関東大震災であれ
ば、9月1日を「防災の日」と定めて、地震対
策を呼び掛けています。ところが、水害は災
害としての印象が薄いのか、記憶に残らな
い人の方が多く、水害に対する備え、水害
対策がおろそかになっています。冒頭触れ

防災特別セミナー

『自然災害に備える』
「自然災害に対する備え」
（公財）リバーフロント研究所 技術審議役

土屋 信行 氏

「災害対応マニュアル 2020 年版」
「テナントの皆さまの災害対応マニュアル」
「防災ポケットブック 2020 年版」
（一社）東京ビルヂング協会 中小ビル事業委員会幹事
（株）昌平不動産総合研究所 取締役

清宮 仁 氏

1.�基調講演

2.�日本ビルヂング協会連合会成果物の解説

　東京ビルヂング協会は9月3日、東京・丸の内の日本工業倶楽部2階大会堂
で、防災特別セミナー『自然災害に備える』と題した講演会を開催した。新型
コロナウイルス感染症対策として、三密を避けるため、150名収容可能な会場
を40名に限定。会場で聴講できなかった会員には後日、東京協会ホームペー
ジを通じて動画配信する方式で実施した。
　防災特別セミナーは、先の“令和2年7月豪雨”をはじめ、毎年全国各地で
発生する豪雨や台風による自然災害をテーマに取り上げ、水害対策の第一人
者である（公財）リバーフロント研究所で技術審議役を務める土屋信行氏と、
今年6月に日本ビルヂング協会連合会が発行した「災害対応マニュアル2020
年版」等の作成に携わった東京協会・中小ビル事業委員会幹事で㈱昌平不動
産総合研究所取締役の清宮仁氏の両名を講師に迎えた。
　本誌では、防災特別セミナーの内容（骨子）を紹介する。

土屋�信行�氏
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ましたが、水害とは、企業の経済活動や私
たちの生活に被害を及ぼすことです。まず、
そのことを認識してもらうことが大事です。

東京は世界一自然災害に脆弱な都市
　本日聴講されているのは東京ビルヂング
協会の会員の方々ですから、都内でビル事
業等を展開されているのだと推察いたしま
す。
　東京の地形を紹介すると、上野のあたり
から西側に武蔵野台地があります。東側は、
市川の国府台という台地を突端に下総台地
へとつながっています。武蔵野台地と下総
台地の間に、昔、逆川といわれていた江戸川
があり、そして荒川、墨田川と大きな川が3
つ流れています。また江戸川と荒川の間に
中川という川がもう1本あって、昔から水が
溢れて災害をもたらしていました。
　こうした台地に囲まれた低平地に都市を
築いたわけです。水が溢れると浸水する浸
水域に395万人（昼間人口）の人が生活し、
国の中枢機能が集積しています。また、経
済活動の中心地でもあり、株式売買高の
95%を占め、年間売上げ10億ドル以上の本
社が613社（世界第2位のニューヨークは
217社）にのぼっています。人・もの・金が
集中しているエリアですが、ここで洪水が
起こった時の被害を推計（14か月累計）す
ると、資産被害額が26兆円、経済被害額が
36兆円になります。また、高潮が発生した
時の被害額の推計（14か月累計）は、資産
被害額が46兆円、経済被害額が64兆円にも

のぼります。
　ミュンヘンの再保険会社による大都市の
災害危険度指数をみると、東京・横浜が710
で第1位、第2位のサンフランシスコ167を
大きく引き離しています。第3位が大阪・神
戸・京都で92となっています。このように、
日本は、とくに東京は圧倒的に自然災害に
脆弱な都市とみられているわけです。
　1回の雨量が増加する“雨の極端化”が顕
著な東京を含む関東地方において、水害を
防ぐ対策として治水対策が柱となったのは
昭和22年のカスリーン台風がきっかけでし
た。関東地方では利根川と荒川の堤防が決
壊し、埼玉県東部から東京23区の東部にか
けての広い範囲で浸水被害が発生しました。
被災者が150万人、浸水家屋が約30万戸、
被害総額が約70億円にのぼり、私の母親が
住んでいた日本橋の家も浸水したのですが、
事前に避難したため、事なきを得ました。ま
さに、災害時は早め早めに行動することが
地域の安全につながるのだといえます。
　このカスリーン台風を契機に、上流はダ
ム、中流は遊水池、下流は放水路という人
工的な流域治水施設を整備することが進め
られました。
　ただ、近年では世界各地で異常気象が発
生しています。日本も例外ではなく、雨の降
り方が激しくなり、1回に降る雨量が増えて
います。1時間あたりの降水量が50㎜以上
の降雨発生のトレンドをみると、1976年～
1985年が平均174回であったのが2008年
～2017年が平均238回と約1.4倍に増えて

います。カスリーン台風がもたらした1時間
当たり降水量を超える雨が増えているわけ
です。
　東京の年間降水量の平均は1,600㎜～
1,800㎜で推移していて、大きく変化してい
ません。また、1㎜以上の雨が降った日数は
減少しています。雨量全体は変わらず、雨の
降る日数が減っているということは、1回に
降る雨の量が増えていることを表していま
す。“雨の極端化”という気象現象の変化が
起きているということです。
　また、近年は日本近海の海水温が上昇し
ていて、大きな台風が発生する条件が整っ
ています。日本列島をすっぽり覆うような台
風も日本に迫ってきています。
　気象庁が有している全ての台風情報を地
図に重ねたデータがあります。これをみると、
台風は北緯5度から北緯45度、東経で100
度から180度の範囲で発生し、進んでいき
ます。
　「知って、おそれて、備える」という観点
から、こうした台風のデータを参考に、ぜひ
災害に備えてほしいと思います。

地震でも河川の堤防が壊れ、
大規模水害の恐れ
　昨年12月にNHKスペシャルで、首都直下
地震が発生したらという想定で防災番組を
放映しました。当初は9月1日の防災の日に
放映しようとしたのですが、あまりにも水害
による被害が大きく、恐怖心をあおっては
いけないということで時期をずらしての放
映となりました。
　死者のうち7割が火災を原因とする死亡
とされている首都直下地震の被害想定の中
に、水害の被害も入れてもらいました。
　阪神・淡路大震災の時に淀川が約2㎞にわ
たって決壊しました。1月だったので大きな
被害にはなりませんでしたが、地震でも河
川の堤防は壊れます。東日本大震災の時も
報道されることはなかったのですが、東北
地方や関東地方の河川で堤防が決壊しまし
た。また、先ほども触れましたが、武蔵野台
地と下総台地に囲まれた軟弱地盤のエリア
では液状化現象が起こりました。河川の堤
防はこうした液状化現象の影響も受けるわ
けです。
　江戸川区を流れる荒川の堤防の周辺をみ
ると、堤防の高さが家の2階、屋根のあたり
になっているところがあります。満潮で水位

防災特別セミナー『自然災害に備える』
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が上がると、堤防の上部まで水が上がりま
す。大雨が降って堤防から溢れだすと、周辺
の住宅は浸水してしまいます。
　しかし、仮に雨が降らなくても、地震に
よって堤防が壊れてしまうと、こうしたゼロ
メートル地帯では住宅の浸水被害が発生し
てしまいます。NHKスペシャルでは、大地
震によって荒川の堤防が壊れたら、広範囲
にわたって浸水被害が起き、地震洪水犠牲
者が3万5,000人から8万1,000人に及ぶと
いう映像を制作し、放映したわけです。

地震でも河川の堤防が壊れ、
大規模水害の恐れ
　2018年の西日本豪雨で200人を超える犠
牲者を出した岡山県と広島県、愛媛県の3県
では、自治体から避難指示が発令されたわ
けですが、3県17市町における避難指示発

令後の避難率をみると、平均4.6%という低
さでした。岡山県倉敷市真備町では、避難
指示が発令されていたにもかかわらず、ハ
ザードマップで示された浸水想定地域に住
んでいる人たちの多くに犠牲者が出てしま
いました。早めに避難していれば救えた命
です。
　繰り返しになりますが、洪水は自然現象
です。水害はその洪水によって暮らしや経
済に被害を受けることです。洪水の怖さを
知って、おそれ、備えれば、大規模水害から
命を守ることができるはずなのです。ハ
ザードマップを確認し、予め水害に備え、い
ざいう時に早めに行動することが大事です。
　ビル業界でも、水害対策として止水版を
用意したり、地階に電気設備や備蓄品を置
かないなどの対策を講じられているビル
オーナーの方も増えています。たとえば、江

東区役所の建物は、
1階は全て階段で2階
が玄関となっていて、
2階と3階には執務
室を置いていません。
予め水没することを
想定した設計となっ
ています。
　本日の講演を機に、
是非「知って、おそ
れて、備えて」くだ
さい。

2.�日本ビルヂング協会連合会成果物の解説

「中小ビルの災害対応マニュアル
  2020 年版」

「テナントの皆さまの災害対応
  マニュアル」

「防災ポケットブック 2020 年版」
㈱昌平不動産総合研究所　取締役

清宮 仁 氏

今回の改訂版作成の経緯
～風水害・停電対策を追加
　まず、2006年に最初の防災マニュアルを
作成し、震災時の初期行動を手順化した
シートを収めた「災害時開封」と題したファ
イルを作りました。その6年後に東日本大震
災を経験し、現実の行動と手順ファイルと
の違いや不足、不備が明らかになり、それら
を整備して2012年に改訂をしました（ちな
みにこの2012年版の中小ビル災害対応マ
ニュアルは事業継続推進機構の「BCAOア
ワード」を受賞しました）。
　また2015年に東京都が「東京防災」とい
う冊子を発行しましたが、この冊子は一般
家庭用の災害対策が中心であり、事業者向
けのものを志向している本マニュアルとは
趣旨が異なるため、改めてその必要性を確
認しました。そして、近年巨大化している風
水害や一昨年の北海道のブラックアウトな
どについても対策を追加する必要があった
ため、今般中小ビルの災害対応マニュアル
を改訂するに至った次第です。
　さらに、昨年報告した「防災意識調査結
果」でもマニュアル認知度が上がらず、利
用度が低いことも判りましたので、この機会
に周知を図り、活用いただきたいと考えてい
ます。

中小ビルの災害対応マニュアル
2020年版～改訂ポイントを中心に
　マニュアルの構成としては、災害共通対

清宮�仁�氏
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策が15シート、地震対策が10シート、台風
対策が5シート、火事対策が1シートです。
対策の解説、図表、モデル文例を計30種以
上盛り込んでいます。これはビルオーナー
自身に読んでいただくことを想定していま
す。
■「災害をイメージする」：まず準備編の冒
頭に災害のイメージを膨らませてもらうた
めに、「災害をイメージ」するという項目を
入れました。災害を正しく認識してもらって、
正しく恐れるということが非常に重要と考
えてのことです。
■「オフィスの地震対策」：準備編の「オ
フィスの地震対策」というページは2012年
版にもありましたが、その重要性を考えて、
内容をアップデートした上、再掲しました。
ビルオーナーが自らの事務所を“地震対策
モデルルーム”と見立てて、率先して取り組
み、テナントさんをリードしてください。
■「災害時のゴミ対策」：災害時は館内滞留
が余儀なくされ、ごみの保管場所が足りな
くなる恐れがあることから、ごみ対策の
ページを追加しました。保管面積が30分の
一になる汚物圧縮保管袋なども紹介してい
ます。
■「風水害対策危険個所チェックリスト」：
風水害対策危険個所チェックリストを今回
新たに作成しました。一昨年の台風21号で
大阪はじめ関西地方はビルも大きな被害を
受けましたが、その時の被害については大
阪協会の皆さんにヒアリングして、その知
見をもとに作成したものです。

■「停電対応チェックリスト」：これも一昨
年の出来事ですが、北海道胆振東部で起き
た震度7の地震を機に、全道でブラックアウ
トが起きました。本件につき、北海道協会へ
ヒアリングに伺い、様々な経験・知見を共有
させていただき、本チェックリストにまとめ
ました。またポータブル発電機が非常に機
能したと伺いましたので、安心備蓄品チェッ
クリストに加えています。
■「慌てないガイド」：地震と火事の際に、
最初の第一歩で慌てないように、このよう
なガイドを作成しました（2012年版は地震
版のみ）。パニックにならずに初動対応を確
かなものすることが重要と考えてのことで
す。

「テナントの皆さまの
  災害対応マニュアル」について
　2012年版でも冊子の一部にテナント向け
の内容を含み、コピーしてテナントに配るよ
う推奨していましたが、今回は別冊化しまし
た。皆さんのテナントさんに提供していただ
き、自助・共助を通してビルとしての防災力
を強化いただきたいとの提案を込めてのこ
とです。
■「防災力�自己診断チェックリスト」：テナ
ントの事務所の防火防災管理の責任はまず
はテナント自身にあるということ、水・食糧
の備蓄をはじめ従業員を災害から守ること
は各テナント事業所の責務であることを再
確認いただくことを念頭に作成しました。中
小ビルにとって、ビル側のできることは限定

されることもあり、テナントの防災力を上げ
ることが、ビル全体の防災力を底上げする
ことにつながるとも思っています。

「防災ポケットブック」について
　自社従業員はもちろん、テナントサービ
スの一環として、テナントの従業員一人一
人に配布していただくことを想定して「防災
ポケットブック」をバージョンアップしまし
た。外出しているときに災害にあった場合で
も使えるよう財布や手帳に入る名刺サイズ
としています。初動対応、被災場所別の行
動、安否確認、帰宅の判断を整理したほか、
災害時に役立つ情報サイト、サバイバル情
報などについて、最新でかつ信頼性の高い
ものを一覧にしております。スマホなど最新
デバイスとの相性も考え、厳選しました。

事務局からの補足
　販売価格・申し込み方法については、以
下の通りです。
■販売価格：
「テナントの皆さまの災害対応マニュア
ル」：会員500円/部、非会員2,000円/部
「防災ポケットブック」（50部単位）：会員
100円/部（5,000円/50部）、非会員300円
/部（15,000円/50部）
■申し込み方法：申込書はびるぢんぐ8月号
に掲載しているほか、日本ビルヂング協会
連合会ホームページにも掲載しております。

防災特別セミナー『自然災害に備える』
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※新型コロナウイルス感染症の状況により変更させていただく場合もございます。
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