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2021年新春特別企画・木村惠司会長インタビュー

不動産業界の連携強化、
政策集団としての力を発揮

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

計画通りに活動できなかった2020年

――2020年を振り返っての感想を聞かせてください。
木村会長　2020年は新型コロナウイルス感染症の影響に
よって、日本ビルヂング協会連合会、東京ビルヂング協会と
も計画していた協会活動がほとんど実施できずに過ぎた1年で
した。
　とくに、連合会は2020年に創立80周年を迎え、6月の定時
総会に合わせて80周年の記念事業を計画していましたが、そ
の直前まで発出されていた緊急事態宣言という状況下で記念
事業そのものを中止するという苦渋の判断をしました。
　また、新型コロナウイルス感染症の第3波といえる昨秋から
の感染者急増に伴って、2021年の新年賀詞交歓会についても
中止せざるを得ませんでした。
　2019年に連合会、東京協会の会長に就任した際、ビル業界
の次世代を担う多くの若手ビルオーナーが台頭してきている
ことを肌で感じていただけに、協会活動ができなかったこの1
年は非常に残念でなりません。

メリハリのある柔軟な新型コロナ対策を

――新型コロナウイルスの感染者が急増している現状につ
いて。
木村会長　新型コロナウイルス感染症について報道された
2020年初めの頃は、過去のSARSやMERSが流行した時のよ
うにスポット的なものと思われていました。それがヨーロッパ
に広がり、アメリカや南米へと拡大し、世界的なパンデミック
となってしまったわけですが、春先は正体が分からない未知
のウイルスに対し、三密を避け、“Stay home”に心掛けるな
どの対策が徹底されていました。
　しかし、昨秋以降、慣れや気の緩みなのか人の移動や密集
が増えてきたように感じていました。「Go To トラベル」や

「Go To Eat」の実施、イベントやコンサート等の人数制限の
緩和など、経済を回すための政策は決して悪くはありません。
ただ、難しいこととは思いますが、感染者が増えてきたら締め、
感染が落ち着いたら緩めるという微調整が必要なのだと思い
ます。
　対応が遅れて感染者が増えていってしまうと、かえって多く
の人が行動を自粛していまいます。そうなったら経済への打
撃がむしろ大きくなってしまうでしょう。政府や自治体には感
染状況によってメリハリのある柔軟な政策を推進していって
もらいたいと感じています。

――東京オリンピック・パラリンピックが今年に延期になり
ましたが？
木村会長　延期になったオリンピック・パラリンピックが開催
できるのかは、世界各国から選手が入国できるのかにかかっ
てくるのだと思います。ワクチンが開発され、選手への優先接
種、出国時のPCR検査と入国時のPCR検査の徹底が図れれば、
競技のできる環境は整います。ただ、各国からの観客を受け
入れて開催できるのかは、ワクチンの開発や世界の感染状況
を見極めなければならないでしょう。

将来の日本を展望するビジョン策定に期待

――昨秋、日本では菅内閣が誕生しましたが。
木村会長　安倍政権は7年8か月という長期政権でした。企業
など組織全般に言えることですが、ひとつの体制が長すぎる
と次へのチャレンジやステップが遅れることがあります。そう
いった観点から菅内閣への政権交代はいいタイミングだった
といえるでしょう。
　いまは新型コロナ対策をはじめとする短期的な政策が主体
となっていますが、余裕が出てくれば、5年先、10年先の日本
を展望した将来ビジョンを打ち出してくるものと期待していま
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す。そうした長期ビジョンに沿って各種の政策が展開されてく
れば、国民も安心してくるのだと思います。

――アメリカでもトップが交代し、バイデン新大統領が誕
生しますが。
木村会長　トランプ政権の4年間は、“アメリカ ファースト”
の掛け声のもと自国第一主義を掲げ、自国の利益を優先する
ばかりで、国民を分断するような政策が目につきました。世界
の国々をみても、グローバリズムよりもナショナリズムが台頭
し、利己主義が蔓延してきています。世界的なパンデミック下
にあって新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、
やはり利他の心、人を思いやる気持ちが必要だと感じていま
す。
　トランプ氏は大統領選挙の結果を受け入れていないようで
すが、アメリカの新大統領にバイデン氏が就任することになり
ます。バイデン氏は昔からの政治家で面白みに欠けるものの、
安定感や安心感があります。地球温暖化の問題や安全保障の
面など、アメリカがもう一度世界をリードしていく姿勢に変わ
ることを期待しています。

日本経済はソフト産業の回復がカギ

――新型コロナウイルス感染症による日本経済への影響を
どうみていますか？ 
木村会長　2020年度第1四半期（4－6月期）は大きく落ち込
んだものの、第2四半期は大きく盛り返しました。ただ、昨秋
から年末にかけての感染者増に伴う東京や大阪、北海道など
での時短要請、Go To トラベルの一斉停止などの影響がどの
ように出てくるのか心配です。いずれにしても2020年度の経
済成長は厳しいと思われます。
　個別にみていくと、高度経済成長時代に売れた3C、いわゆ
る車、クーラー、カラーテレビ等家電製品の売れ行きが好調の
ようです。また、住宅の売れ行きも良いと聞きます。これは
“stay home”、テレワークなどの巣籠りを背景にした需要に
支えられていると思われ、今後もデジタルトランスフォーメー
ションの推進等でIT関連をはじめとするハード産業は好調に
推移するものと期待されています。ただ、特需的な面もあり、
場合によっては期待したほど伸びない可能性も含んでいます。
　その一方で、GDPの6割にあたる個人消費の一つのコアと
なっている宿泊や飲食、芸術・文化事業等のサービス業は落
ち込みが大きく、日本経済の行方はこうしたソフト産業の回復
がカギを握っていると言っても過言ではありません。新型コロ
ナウイルスを上手く抑え込みながら、経済を回していくことが
求められます。

「アナログ&デジタル」という発想で、
オフィスは進化

――テレワーク等がオフィスビルに与える影響をどうみて
いますか？
木村会長　テレワークやリモートワークの進展によって、オ
フィスビルが影響を受けることになりますが、大きく落ち込む
ことはないと確信しています。一般管理部門などテレワークで
もできる仕事がある一方で、営業や企画、プランニング等の
ように直接会って、face to faceで付加価値を生んでいく仕事、
職種もたくさんあるからです。
　古来、人間社会は他人とグループや組織をつくり、お互い
の考えを出し合って、醇化し、共感し、より良いものをつくっ
てきました。集団活動を通じてアイディアや付加価値を生ん
できたわけで、働き方に変化があったとしても、そうした人間
社会の本質がなくなるとは思えません。
　最近Web会議をする機会が増えていますが、気になること
があります。会議が終わると、皆、ボタンを押して退出してし
まって、画面から消えてしまうことです。全く余韻がありませ
ん。face to faceの会議であれば、会議が終わったあとに出席
者と雑談し、そこから次につながる議論が生まれてくることが
あります。Web会議では意見を言いっぱなし、会議が終われ
ば参加者が画面から消えてしまい、共感も、議論の連続性も
感じることが難しい。
　そういった観点からも、人間社会の本質である、お互いの考
えを出し合って、醇化し、共感し、より良いものをつくるとい
う行為はなくならないですし、その受け皿となるオフィスの需
要もなくならないと思っています。

――今後のオフィス業界に求められるスタンスは？
木村会長　デジタル化の進展を踏まえ、オフィスも効率性と
生産性の向上を目指し、進化していかなければなりません。そ
こには、face to faceというアナログの大事な面とデジタルを
両立させた「アナログ&デジタル」という発想のもと、オフィ
スの進化を図っていく必要があります。
　最後に、不動産業界の連携をさらに強めていきます。昨年
末の税制改正要望では、固定資産税に関してビル協の調査
データをもとに、自民税調とのパイプのある不動産協会と連
携し、要望活動を行い、その成果を上げました。今後は不動産
協会だけでなく、不動産証券化協会などとも連携を図り、それ
ぞれの強みを活かした形で不動産業界を挙げて要望活動等を
繰り拡げていこうと考えています。
　ビル協としても「老壮青」の各世代の経験や知恵を結集し、
懇親プラス政策集団としての力を発揮していこうと思います。
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1.  調整局面入りした   
オフィス市場

　東京オリンピックの開催に湧くは
ずだった2020年は、残念ながら新
型コロナ一色となった。IMFが「大封
鎖（The Great Lockdown）」と称
したように、世界中で感染拡大を防
止するために人の移動が制限され、
経済は大幅な落ち込みとなった。日
本の2020年7-9月期の実質GDPは
前期比+5.0%（年率+21.4%）と、大
幅なプラス成長となったが、戦後最
大の落ち込みとなった4-6月期のマ
イナス分の6割弱を取り戻したにす
ぎず、経済活動の正常化に向けた足
取りは重い。オフィス市場もコロナ
禍の影響により調整局面入りした。
　2020年第3四半期の東京都心部A
クラスビルの成約賃料は38,048円/
坪（前期比▲2.1%）と、コロナ禍の
前から天井感の見られた成約賃料は
下落に転じている（図表1）。Bクラ
スビルの成約賃料は21,393円/坪
（同▲2.2%）、Cクラスビルは
18,173円/坪（同▲5.8%）と、同様
に下落している。また、空室率はAク
ラスビル0.6%（前期差0.0%）、Bク
ラスビル0.8%（同+0.1%）、Cクラ
スビル1.9%（同＋0.8%）となった
（図表2）。現在の調整局面を2002
年～2003年、2008年～2012年の

図表 2　東京都心部オフィスビルの空室率
（出所）三幸エステート

図表1　東京都心部オフィスビルの成約賃料（オフィスレント・インデックス）
（出所）三幸エステート・ニッセイ基礎研究所



調整局面と比較した場合、次の特徴
が挙げられる。
　今回は賃料下落に対する空室率上
昇の先行性が見られない。従来、A
クラスビルは、空室率が3.5%前後ま
で上昇すると、賃料が前年比でマイ
ナスに転じる傾向にあった。一方、
今回は、空室率と賃料の間にそうし
た関係は見られず、空室率が1%を下
回るなかAクラスビルでは、賃料が
下落に転じている（図表3）。Aクラ
スビルでは、定期借家契約や大企業
のテナントの比率が高いことから、
コロナ禍によるコスト削減を目的と
したオフィスの解約が今のところ限
定的である。また、過去の調整局面
と異なり、今回は新築ビルの大量供
給に伴う需給悪化が見られないこと
もあり、Aクラスビルの空室率は低
水準で推移している。一方、コロナ
禍によるオフィス需要の減退が徐々
に顕在化しているため、賃料への下
方圧力が高まっている。
　このように、新型コロナウイルス
の感染拡大によってオフィス市場は
調整局面入りした。さらに、デジタ
ル化の加速がオフィス市場に構造変
化をもたらすかもしれないという懸
念が、先行きの不確実性を高めてい
る。

2.  テレワークがもたらした 
「オフィス」と「仕事」の  
アンバンドリング

　米マイクロソフトのサティア・ナ
デラCEOが「2年分のデジタル変革
が2カ月で起きた」と述べたように、
新型コロナの感染拡大が触媒となり、
デジタルシフトが社会全体で加速し、
テレワークの普及が一気に進んだ。
ネットスケープ社を創業したマー

ク・アンドリーセン氏は、2011年に
“Why Software is Eating The 
World（ソフトウェアが世界を飲み
込む理由）”と題したコラムで、次の
10年で既存企業とテクノロジーを活
用した新勢力の戦いが熾烈になると
予想した。「オフィス不要論」に代表
される、「オフィスvs.テレワーク」の
構図は、日本の不動産市場の本丸で
あるオフィス市場においても、戦い
の火ぶたが切られたことを示してい
るのではないだろうか。
　在宅勤務は、通勤などの移動時間
を節約できるメリットがある一方、
現在の技術水準では、社員間のコ
ミュニケーションや人材育成、エン
ゲージメント（会社への愛着等）の
醸成などに課題があるとされる。ま
た、日本では在宅勤務が馴染みにく
いとの見方も根強い。雇用制度や商
慣習、デジタル化の遅れなど企業側
の要因に加えて、住宅が狭いといっ
た従業員側の事情もあり、在宅勤務
を中心としたワークスタイルで生産
性を維持するのは難しいとの指摘も
ある。経済産業研究所の森川正之所

長は、職場と比べて在宅勤務の生産
性は、平均▲30%～▲40%低下する
との調査結果を示している（ただし、
企業間でバラツキが大きい）。その
ため、在宅勤務は今後定着するもの
の、オフィスか在宅勤務という極端
な二元論によるオフィス不要論は行
き過ぎとの認識が広まっている。
　在宅勤務拡大によるオフィス市況
への影響を見極めるには、アフター
コロナの世界において、オフィスと
オフィス以外での勤務割合（オフィ
ス出社率）が、どのような水準に落
ち着くかが重要となろう。ドコモ・イ
ンサイトマーケティングのモバイル
空間統計をもとに、東京都心のオ
フィスエリアにおける流動人口を見
ると、緊急事態宣言の最中にあった
ゴールデンウィーク明けの一週間の
流動人口は前年同期比▲72%となっ
た。つまり、オフィス出社率が3割弱
まで低下したことが示唆される。全
国で緊急事態宣言が解除された5月
25日以降は徐々に人出が戻り、12月
3日時点では、前年同期比▲33%ま
で回復した。オフィス出社率が7割程
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図表 3　東京都心部 Aクラスビルの空室率と成約賃料変動率
（出所）三幸エステート・ニッセイ基礎研究所



度で、平均すると5営業日のうち1日
～2日が在宅勤務という計算になる。
現在は、多くの企業が、テレワーク
を前提に、オフィスの最適利用を模
索し始めた段階にある。オフィス出
社率の最適解が判明するには数年単
位の時間を要することになりそうだ。
　このようなオフィス需要の量的な
変化に加えて、質的な変化にも留意
することが重要であろう。テレワー
クは、オフィスの「仕事のポータル」
としての役割を脅かす可能性を秘め
ている。ポータルとは大きな建物の
玄関を意味し、インターネットブラ
ウザを立ち上げたときに最初に表示
するサイトをポータルサイトと呼ぶ。
これまでオフィスワーカーは、まず
はオフィスに行くことを当然のこと
としてきた（図表4）。そして、オ
フィスにおいて、パソコンで作業し、
電話で取引先と連絡し、会議室で同
僚と議論をしてきた。一方、テレ
ワークでは、まず向かう先はノート
パソコンやタブレット、スマホとなり、

「仕事のポータル」はマイクロソフト
やグーグルなどのデジタル・プラット
フォームが担うことになる。「オフィ
ス」は自宅やフレキシブルオフィスな
どのサードプレイスと同様に、「仕
事」をする場所の選択肢の一つにす
ぎず、テレワークが「オフィス」から
「仕事」をアンバンドリングすること
を意味する。

3.  デジタル化がもたらす  
オフィスと不動産業の進化

　「フィジカル空間」を主戦場とす
る不動産と「デジタル空間」をつか
さどるテクノロジーは、需要を食い
合う代替関係に陥りやすい。不動産
業において、一足先にテクノロジー
の脅威に晒されたのが海外の商業施
設である。eコマースの拡大により、
英米では小売業の破綻や商業施設の
閉鎖が相次ぎ、「Amazon Effect」と
してメディアを賑わせた。一方で、
新しい商業施設の形である「ニュー
リテール」を模索する動きが進み始

めている。例えば、アリババの食品
スーパー「フーマー」は、eコマース
やキャッシュレスが広く普及した現
代におけるスーパーの姿を提示し、
従来からあるスーパーとしての機能
だけでなく、飲食やエンターテイメ
ント、物流施設としての機能も兼ね
備える。その根底にあるのが、
「OMO（Online Merges with 
Offline）」という概念で、オンライ
ンとオフラインの融合を図るもので
ある。オンラインとオフラインを切
り分けるのではなく、両者が共存す
ることを前提に、テクノロジーを活
用することでフィジカル空間を進化
させている。
　オフィスにおけるオンラインとオ
フラインの融合の一つが、スマート
オフィスである。オフィスはスマー
ト化することで、「（1）モニタリン
グ、（2）制御、（3）最適化、（4）自
律性」の機能を得る（図表5）。オ
フィスの利用状況をモニタリングす
ることで、現在は自社所有もしくは
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図表4　Before vs. Afterコロナにおける仕事のポータル

Beforeコロナ Afterコロナ

（出所）ニッセイ基礎研究所



アフターコロナの時代  オフィスビルのあり方と不動産業の未来

賃貸が一般的なオフィスを、利用量
に基づいた従量制とすることができ
るようになる。また、オフィスにおけ
る生産性を測定し、収益拡大やコス
ト削減に向けて最適化できれば、成
果に応じて賃料を支払うことも可能
で、オフィスのオペレーショナル・ア
セット化、不動産業のサービス化が
進むことが予想される。そうなれば、
従来の賃貸借契約ではなく、コワー
キングスペースなどで見られる利用
契約とするケースが増えるであろう。
「契約面積に応じた賃料」ではなく
「利用量に対する料金」、そして「利
用価値に応じた対価」と、オフィス
の課金体系が変化する可能性もある。
　オフィスのサービス化が進み、オ
フィスはその利用を目的としたハー
ドではなく、顧客に価値を届けるソ
フトになれば、不動産業における競
争優位も変化するだろう。資本集約
産業である不動産業界では、これま
で財務力が競争を左右する重要な要
因だった。しかし、不動産業のサー
ビス化が進めば、利用者が増えるこ
とでそれ自体の価値が高まる「ネッ
トワーク効果」や事業規模の拡大に
より単位コストが下がる「規模の経

済」が競争優位を生み出すようにな
る可能性がある。そうなればバラン
スシートには計上されにくい「無形
資産」の重要性が増すことになる。

4.  不動産プラットフォーマー 
としての未来

　長期的な視野に立てば、デジタル
化はオフィスにとって脅威だけでな
くチャンスにもなり得る。デジタル
化の歴史を紐解くと、デジタル技術
の進歩は、デジタル空間の範囲やイ
ンターフェース（接点）を次々と変
化させてきた。そして、その変化に
伴い、新しいプラットフォームが誕
生し、IT業界の勢力図を塗り替えて
きた。現在、我々とデジタル空間を
つなぐインターフェースはパソコン
やスマホ、タブレットなどである。パ
ソコンの普及はマイクロソフト、ス
マホやタブレットはアップルという
プラットフォーマーを生み出した。
しかし、AIやIoT、5Gなどの技術進
歩により、オフィスや街がスマート
化すれば、インターフェースは手元
のデジタル機器ではなく、不動産に
代替されうる。そして、デジタル空
間に常時手ぶらで繋がることが可能

となり、フィジカル空間とデジタル
空間を結ぶ新たなプラットフォーム
が生まれるだろう。
　先にデジタル化の波が押し寄せた
金融業では、米中のI Tプラット
フォーマーが台頭している。日本の
不動産業界にもITプラットフォー
マーが乗り込んでくるとの懸念は強
い。その前に、日本の不動産会社は
デジタル化を進め、自らの役割をプ
ラットフォーマーして再定義し、デ
ジタル化による脅威に対抗する必要
がある。
　米シェアオフィス大手WeWork
や印ホテルチェーン大手OYOが、現
在岐路に立たされているように、不
動産業でデジタル化を進めることは
容易ではない。不動産はコピーペー
ストできず、規模を拡大するのに、
コストも時間もかかる。不動産もデ
ジタル化の波から逃れることはでき
ないが、デジタル化の範囲や速度に
ついては慎重に見定める必要がある。
また、この不動産特有の難しさにこ
そ、既存の不動産会社がITプラット
フォーマーに対する勝機を見出すこ
とができるのではないだろうか。
　いずれにせよ、「フィジカル空間」

である不動産と「デジタル
空間」は、需要を食い合う
代替関係にも、互いに需要
を高めあう補完関係にもな
り得る。今後もデジタル化
という長期トレンドが続く
ことについては疑う余地は
ない。いかにデジタル化の
脅威に立ち向かい、チャン
スに変えていくかは、不動
産業の根幹を揺るがす大
きな課題であると認識すべ
きであろう。
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図表 5　スマート化により追加されるオフィスの機能



1. 四谷エリア最大規模の複合開発

　『CO・MO・RE YOTSUYA（コモレ四谷）』（以下、
『コモレ四谷』）は、JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ
内・南北線の四ツ谷駅駅前に立地する約2.4haの広大な
街区に、UR都市機構が施行する四谷駅前地区第一種市街
地再開発事業により誕生した。
　『コモレ四谷』の概要は、地下3階・地上31階建て、延
床面積約139,400㎡の規模で、高さは約145m。このうち、

オフィス部分の「YOTSUYA TOWER」は地上3階から地
上30階を占め、地下1階から地上2階には商業施設「CO・
MO・RE Mall」を配置。
　また、住宅については街区南西側の地上3階から7階に
「ザ・レジデンス四谷アベニュー」、北東側の地上3階か
ら6階に「ザ・レジデンス四谷ガーデン」を配しているほ
か、教育施設として地上3階から7階に「四谷グローバル
スタディスクエア」、公益施設として地下2階から地上4
階に「四谷スポーツスクエア」と「四谷クルーセ」を配置。
　さらに、街区内に憩いと安らぎを提供する約5,000㎡に
及ぶ屋外空間を確保し、特に賑わいの核となる広さ約
3,300㎡の緑豊かな広場を街区北西側に設けている。

2.「事業パートナー」を活用

　この再開発事業の特徴はUR都市機構施行の再開発事
業として初となる「事業パートナー」を活用している点。
事業パートナーとは計画初期段階から事業参画し、特定
事業参加者として保留床を取得することに加え、商品企
画・管理運営計画等の提言や助言を施行者に行う者で、
本地区においては、公募の結果、三菱地所株式会社、第5
メック都市開発特定目的会社※の共同体が選定されている。
　※三菱地所、阪急阪神不動産、太陽生命保険が出資するSPC

　UR都市機構の事業推進力と、丸の内等で培った三菱地
所株式会社の大規模不動産開発の実績と運営ノウハウを
融合することで、長期的な視野に立った魅力あるまちづ
くりを進めてきている。

3. 2004年からまちづくり協議に本格着手

　開発の経緯を振り返ると、2002年（平成14年）に財務

CO・MO・RE
YOTSUYA
（コモレ四谷）

『CO・MO・RE YOTSUYA』
外観写真（南西側）

　2020年9月、JR・東京メトロ四ツ谷駅前でオフィス・
商業施設・住宅・教育施設・公益施設などの多機能施設
を備えた大規模複合施設「CO・MO・RE YOTSUYA
（コモレ四谷）」がまちびらきを迎え、四谷に新たなラ
ンドマークが誕生した。
　本号では、丸の内・新宿・六本木・渋谷・銀座といっ
た東京を代表する各拠点から約3㎞圏内に位置する四谷
エリアに生まれた「コモレ四谷」の概要や特徴などを紹
介する。

街区内の配置状況
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省官舎の廃止、2004年（平成16年）に四谷第三小学校の
閉校が決まった。それを契機に、大規模な敷地の跡地利
用についての検討が始まり、2004年12月に周辺住民と新
宿区により「四谷駅前まちづくり協議会」が発足した。
UR都市機構は、この時点で同協議会の事務局として参画
している。
　その後、旧四谷第三小学校（約5,600㎡）と財務省官舎
（約6,200㎡）の跡地を含み、外堀通りと三栄通りで囲ま
れた区域（約2.4ha）の権利者で、2006年（平成18年）
に「四谷駅前地区再開発協議会」を発足し、市街地再開発
事業の実現に向けた協議は進んでいった。再開発協議会
においてもUR都市機構は事務局を務めている。
　2013年（平成25年）3月には「四谷駅前地区 地区整備
計画 企画提案書」が新宿区に提出され、同年12月20日付
で四谷駅周辺地区地区計画や中高層階住居専用地区の変
更等が都市計画決定され、翌2014年（平成26年）3月に
は第一種市街地再開発事業の都市計画決定を受け、施行
規程・事業計画の認可、権利変換計画の認可等の手続き
を経て、同再開発事業は2016年9月に着工を迎えた。
『コモレ四谷』の施設建築物が竣工したのは2020年1月。
商業施設を含めた街区内の全施設が本格稼働した同年9
月にまちびらきに至った。

4.  人と街とのつながり、憩いと賑わいで 
溢れる施設に

　『CO・MO・RE YOTSUYA（コモレ四谷）』の名称は、
四谷という街において、人とつながり、街とつながり、い
つでも憩いと賑わいで溢れる施設に成長させたいという
想いが込められており、「木漏れ日」と「COMMON（共
同、共通）＝つながり」による造語から、『CO・MO・RE
（コモレ）』と命名された。
　歴史と伝統のある四谷らしく、自然が憩いと賑わいを
提供している様子を「木漏れ日」という日本的な美しさの
言葉で表現。加えて、木漏れ日から連想する光に四谷の
未来や希望を重ねている。
　『コモレ四谷』は、日本設計・三菱地所設計共同体が基
本設計と総合監理、デザインディレクションを担い、大成
建設が実施設計・施工を担当。総事業費は約840億円に
のぼる。

　『コモレ四谷』を構成するオフィス部分「YOTSUYA 
TOWER」、商業施設「CO・MO・RE Mall」、住宅の
「ザ・レジデンス四谷アベニュー」と「ザ・レジデンス四
谷ガーデン」、教育施設「四谷グローバル スタディスク
エア」、公益施設の「四谷スポーツスクエア」と「四谷ク
ルーセ」について、各施設の詳細や特徴を紹介していく。

5. 四谷エリアで希少なオフィス空間を提案

　「YOTSUYA TOWER」は、地上3階から地上30階ま
での専有面積約5万8,900㎡を有し、都心エリアでありな
がら周辺に高層ビルがなく、赤坂御用地や迎賓館、外堀
公園、皇居、新宿御苑等をはじめとして緑豊かで見晴らし
の良い眺望を擁しているのが特徴。
　基準階の貸室面積は約2,000㎡、天井高2,800㎜のス
ペースとなっている。四谷エリアでは希少なワンフロアの
面積2,000㎡を確保しており、次世代のワークスタイルに
対応した圧迫感の少ない快適性の高い空間となっている。
　また、1階アプローチホールを上がった先に、オフィス
と商業施設の結節点として憩いの空間を用意。働き方改
革で浸透し始めているワーカーのサードプレイスとして自
由に使えるスペースを提供している。
　建物の構造には制振構造を採用。また、災害時のBCP
対応も施されていて、非常時に専有部へ15VAの電力供
給が可能であるほか、万が一、中圧ガスの供給がストップ
した場合でも非常用発電機の稼働により72時間の電力が
維持できるバックアップシステムを導入している。
　こうした立地の特性や希少性、オフィスとしての機能
性が評価され、竣工時点で全フロアのテナントが決定。

CO・MO・RE YOTSUYA（コモレ四谷）

『CO・MO・RE YOTSUYA』のロゴマーク
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主なテナントとしては、上層フロアにLINE株式会社が入
居しているほか、国土交通省の運輸安全委員会、国土交
通政策研究所、外国人在留支援センターといった国の機
関のほか、朝日生命保険相互会社などが入居している。

6.  賑わいを創出する商業ゾーン 
「CO・MO・RE Mall」

　『コモレ四谷』の地下1階から地上2階には、商業ゾーン
「CO・MO・RE Mall」が配されている。
　今年2月から順次店舗が開業しており、コンビニエンス
ストア・食品スーパー・ドラッグストア・100円均一
ショップ等のデイリー物販のほか、和食や洋食、中華など
の飲食店。また、眼科や歯科、小児科、内科、心療内科、
皮膚科などの各種クリニック、認可保育園などが入居。
　昼夜を問わず楽しめる多彩なラインアップを揃え、地
域の新たな賑わいを創出する、幅広いジャンルの約40店
舗が営業。

7.  充実した教育・公益施設で   
国際交流や文化振興

　住宅は、街区南西側の「ザ・レジデンス四谷アベ
ニュー」と北東側の「ザ・レジデンス四谷ガーデン」で、
住戸数は計60戸。従前権利者の住戸のほか、一部住戸に
ついては三菱地所レジデンスと西松建設が共同で一般分
譲した。
　また、オフィスと住宅の「ザ・レジデンス四谷アベ
ニュー」に挟まれた地上3階から7階に配した教育施設
「四谷グローバル スタディスクエア」には、1945年設立
の「日米会話学院」等が入居している。
　日米会話学院では、社会人対象の英語教育のほか、外
国人対象の日本語教育を展開しており、新たな街に集う
人々や周辺の住民を対象にした生涯学習講座の提供や周
辺企業との産学連携の取組みを実施していく。

「CO・MO・RE Mall」2 階通路

1階パサージュ沿いに並ぶ店舗

1階アプローチホール

2階オフィスエントランスホール
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　さらに、公益施設として地下2階と地下1階部分に「四
谷スポーツスクエア」、地上1階から4階に文化国際交流
施設となる「四谷クルーセ」がオープン。
　「四谷スポーツスクエア」にはバレーボールやバドミン
トン等のスポーツに加え、講演会でも利用ができる多目
的ホールのほか、音楽室や会議室等が整備され、地域に
開放されている。「四谷クルーセ」は文化国際交流拠点と
して独立行政法人の国際交流基金と国際観光振興機構が
入居している。これらの施設を通じて、スポーツと文化の
振興を図り、新宿区民をはじめとする多くの人が集う賑わ
い豊かなまちの実現を図っていく。

8.  交流拠点となる「コモレビの広場」  
など整備

　『コモレ四谷』の開発の大きな特徴といえるのが、街区
北西側に緑豊かな約3,300㎡の「コモレビの広場」、四谷
駅前側に『コモレ四谷』の玄関口で、交流空間となる約
1,000㎡の「出迎えの広場」を整備するなど賑わいと交流
を演出している点。
　開発にあたり、広場と建物低層部について外濠から連
続する緑と地形に配慮したデザインとし、高層部が低層
部と一体となって隆起する地形として空へと続くイメー
ジを表現した。具体的には広場と歩道状空地、建物低層
部に多種多様な樹木（従前地区内にあった樹木の一部も
移植）を配し、外濠周辺の豊かな緑とつながる華やかな
緑化空間を形成している。

9.  地域の防災性向上図る様々な災害対策

　施設利用者や地域に配慮し、地域の防災性向上を図る
様々な設備を整備している。
　災害時には、「出迎えの広場」に設置された液晶モニ
ターからNHKの緊急放送が流れる仕組みとし、帰宅困難
者の一時滞在場所として提供するほか、「コモレビの広
場」には、災害時に利用できるマンホールトイレ、かまど
マンホール、防災井戸を設置し、地域住民の一時集合場
所として供することのできる機能を有している。
　このほか、周辺区画道路の拡幅とそれに伴う両側歩道
の新設・拡幅、無電柱化なども施している。
　こうした特徴を持って、四谷のランドマークとして誕生
した『コモレ四谷』。2020年秋のまちびらきから、新たな
歴史を重ねていくことになる。

CO・MO・RE YOTSUYA（コモレ四谷）

外濠から連続する緑豊かな自然

賑わいの核となる「コモレビの広場」
公益施設の「多目的ホール」
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■小池都知事
新型コロナは街の風景も大きく変えてしまいました。また逆に
そこから新しいことも生まれてくるかと思います。ウィズコロ
ナ・ポストコロナ時代を見据えて、世界の中で東京が選ばれ続
けるための様々な考え方を皆様から直接伺いたいと思います。

■木村会長
【昨年度のお礼】
　昨年度は「エリアマネジメントへの支援」と「災害時業務継
続施設整備事業の継続」の二つを要望させて頂きました。こ
の整備事業の予算確保のほか、前向きの取り組みをしていた
だき、ありがとうございます。

【ウィズコロナ・ポストコロナ、デジタルトランスフォーメー
ションについて】
　まずは感染拡大防止や感染者発生時の対応などが大切です

ので、日本ビルヂング協会連合会にて「ビル事業における新
型コロナウィルス感染症感染拡大防止ガイドライン」を作成し、
会員に周知しました。飲食店テナントなど厳しい状況となり、
家賃の減免などによる影響の声が届いております。中小事業
者のみならず、幅広い支援をお願いします。
　デジタルトランスフォーメーション（DX）につきましては、
「スマートシティ東京の実現に向けた先行実施エリア」として、
大手町・丸の内・有楽町エリア、竹芝エリア、豊洲エリアを選
定して頂きました。データ収集などのサービスを支えるデジ
タル基盤の整備を行い、エリアマネジメントのトランスフォー
メーションなどを進めております。

【東京都への要望について】
　今回は、新型コロナウィルス感染症対策や安全で魅力ある
東京の街づくりに向けて、以下の通り7項目の要望をさせてい
ただきます。

東京ビルヂング協会、
小池都知事に政策要望

小池都知事へ要望する協会メンバー

木村会長から小池都知事へ要望書手交

　東京ビルヂング協会は2020年11月9日、東京都庁第一庁舎7階会議室で小
池百合子都知事に、令和3年度予算に関する要望を行った。毎年夏に都議会各
会派へ政策等の要望を行っているほか、1月の定期的な会合に加え、東京都の
制度改正等の折に意見交換会を行ってきたことが認められ、昨年度に続いて知
事に直接要望する機会が得られたもの。当日の会議の様子は以下抜粋の通り。
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 1. 新型コロナ感染症対策関連緊急要望
 　①災害時の帰宅困難者対策等への支援の拡充
 　　消毒薬など感染症対策用品の助成化
 　② 三密の回避のための道路、公開空地活用のための  

規制緩和
 　　 オープンカフェや屋外での臨時店舗などへの緊急支援の

継続等
 　③大規模商業施設、ホテル等への支援の実施　
2. 商業地に係る固定資産税等に係る負担調整措置の延長等
3. エリアマネジメントへの支援の強化
 　 　エリアマネジメントの継続的活動の財源確保のための広
告に係る規制の緩和など

4. 災害時業務継続施設整備事業の継続など
5. 市街地再開発の補助金の確保
6. 観光立国に向けたホテル等へのインセンティブの拡充など
7.  再び御礼（当協会のこれまでの要望に対して真摯に向き
合って頂いたことに対して）

■小池都知事
【災害時の帰宅困難者対策について】
　都として、これまでも緊急対応としてマスク・アルコール消
毒液の感染防止に必要な備蓄品について、都立の一時滞在施
設への配備を進めると同時に、民間の一時滞在施設で備蓄品
購入の場合に費用の一部を補助するという形の対策を実施し
てまいりました。これらを通じて、一時滞在施設における感染
防止対策を着実に行うこと、そして帰宅困難者の安全確保を
推進していきたいと考えております。

【公開空地活用のための規制緩和について】
　丸の内のストリートパークなど素晴らしい取り組みを見さ
せていただいて、先日は池袋でも拝見しました。ウィズコロナ、
ポストコロナの時代にこういった街の価値を上げていく取り組
みはますます重要になってくるものと思われますので、これか

らも連携、ご協力よろしくお願い致します。

【大規模商業施設、ホテル等への支援】
　家賃などの固定費は、売り上げの増減に関わらず負担が生
じることから、国の家賃支援給付金に都独自の上乗せ給付を
行って、事業継続を支援しているところです。またスタート
アップの支援にも重点的に取り組んで、産業構造も変わる中
で、新しい企業を生み出すのも東京都の役目と考えております。
雇用調整助成金における一部要件の撤廃などについて、ご要望
がありますが、都としても国に対して要望を行っているところで
す。声を合わせてワンボイスで要望をしていきたいと思います。

【商業地に係る固定資産税等に係る負担調整措置の延長につ
いて】
　都では23区の地価が全国の中でも極めて高水準にあること
を踏まえ、都民の税負担感に配慮する観点から、独自に税負
担を軽減する措置を講じてきたところであります。都として、
評価替えなどの税制改正を踏まえながら、都民・事業者の皆
様の税負担感、経済の動向なども踏まえて、令和3年度の対応
をしっかりと検討してまいりたい。これも国への働きかけが必
要かと思いますので、こちらもワンボイスでお願いしたいと
思っております。

■都市整備局長
【駐車場条例改正について】
　駐車場条例につきまして、従来からのご要望を踏まえまし
て、検討を進めているところです。駐車場をとりまく環境に変
化がみられていますが、コロナ禍を踏まえて、ストリートパー
クなど車中心から人（ひと）中心の街づくりへと更に進展する
など地域の実情により即した駐車場整備への対応が求められ
ております。引き続き東京ビルヂング協会の皆様と意見交換
をしながら、鋭意取り組んでまいりますので、今後ともご協力
賜りますようお願い申し上げます。

要望内容を説明する木村会長 要望に応える小池都知事
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○日時：令和2年11月9日（月）  
　  　　15時00分～15時25分
○場所：三井物産ビル
　  　　大手町三井カンファレンス4階
○議題：以下のとおり
1.決議事項 
（1）新規会員の入会について
　河村理事（総務委員長）及び北川常
務理事が、資料1に基づき、正会員とし
て申し込みのあったJR西日本プロパ
ティーズ株式会社、賛助会員として申
し込みのあったエコカーボン株式会社
について、説明の後に諮ったところ、異
議なく承認された。

2.報告事項
（1） 令和3年度税制改正等要望につい

て（連合会）
　坂本常務理事が、資料2に基づき、連
合会の令和3年度税制改正等要望につ
いて説明し、関係省庁宛提出したこと
を報告した。

（2）「防災特別セミナー」について
　森理事（組織・広報活動委員長）及
び新井次長が、資料3に基づき、9月3日
に開催した「防災特別セミナー」の概要
について報告した。
（3）「エグゼクティブサロン」について
　森理事（組織・広報活動委員長）及
び新井次長が、資料4に基づき、9月14
日に開催した「エグゼクティブサロン」
の概要について報告した。
（4）褒章の件
　坂本常務理事が、資料5に基づき、富
山修一連合会元理事及び新潟協会元会
長が秋の褒章で黄綬褒章を受賞したこ
とを報告した。
（5）新年賀詞交歓会開催中止について
　北川常務理事が、資料6に基づき、1
月7日に開催を予定していた連合会等と
の新年賀詞交歓会をコロナ感染症拡大
防止の観点から、中止することを報告
した。
（6） 9月以降の事業活動・委員会開催

報告
　大内事務局長が、資料7に基づき、9
月理事会以降に開催した委員会開催状
況について報告した。（下記参照）

（7）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
動予定を報告した。（下表参照）

組織・広報活動委員会
○日時：令和2年10月29日（木）
　  　　12時00分～13時10分
○場所：日本工業倶楽部3階中ホール
○議題：以下のとおり
1.  組織・広報活動委員会の令和2年度
上期活動について

　① 今年度ビルキョウサロンの開催状
況が報告された。

　② 第12回エグゼクティブサロンの開
催結果が報告された。

　③ 防災特別セミナーの開催結果が報
告された。

2.  日本ビルヂング協会連合会が検討し
ている『新型コロナ感染症に関する
緊急アンケート調査（案）』が示され、
中小ビルオーナーを対象に、年末か
ら年始にかけてアンケート調査を実
施することが説明された。

3.  新型コロナ感染症の症例が国内で確
認されて以降、これまで委員各社が
対応したことなどが披露され、情報
共有が行われた。

総務委員会
○日時：令和2年11月5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、11月9日（月）の理事会に上
程することが承認された。

　正会員： JR西日本プロパティーズ株
式会社

　賛助会員：エコカーボン株式会社

理事会・委員会報告

理事会

委員会報告

11月以降の事業活動予定について

※令和3年4月21日（水）
　16：30-17：45　東京ビルヂング協会第52回定時総会
　18：00-20：00　懇親パーティー

令和2年
　11月 9日（月） ・15:00～　定例理事会（大手町三井カンファレンス）

令和3年
　1月  7日（木） ・中止　新年賀詞交歓会（オークラ東京）
　2月24日（水） ・15:00～　定例理事会（経団連会館）
　3月22日（月） ・15:00～　定例理事会（日本工業倶楽部）
　4月21日（水）※ 第52回総会（日本工業倶楽部）
　5月　未定 ・懇親ゴルフ会（東富士カントリークラブ）
　6月  2日（水） 第81回連合会総会

　7月  5日（月） ・16:00～　定例理事会・懇親会（日本工業倶楽部）
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（会社名）　JR西日本プロパティーズ株式会社
（住　所）　東京都港区芝五丁目34－ 6
（代表者）　代表取締役　森 克明　
（経営の基本理念） 安全 安心 豊かな暮らし
（事業の内容）  不動産分譲事業、不動産賃貸事業、ビル管理事業、      ホ

ホテル・レジャー事業、シニア事業
（従業員数）　520名
（会社の沿革）
1966 年 10月 関東菱重興産株式会社 設立
2006年 10月 菱重エステート株式会社 に社名変更
2016年    1月  三菱重工業株式会社の国内グループ会社と関連会社を統合し、菱重ファシリティー&プロパティーズ株

式会社を設立
2017年    1月  菱重ファシリティー&プロパティーズ株式会社の不動産事業等を承継し、菱重プロパティーズ株式会社

（三菱重工業株式会社100%出資）として営業開始
2017年    2 月 西日本旅客鉄道株式会社（70%）、三菱重工業株式会社（30%）の共同出資会社化
2018年    7 月 JR 西日本プロパティーズ株式会社へ社名変更
（担当者）　山本 淳二
（紹介者）　三菱地所㈱

JR西日本プロパティーズ正会員

（会社名）　エコカーボン 株式会社
（住　所）　東京都千代田区飯田橋 2－11－10
（申込者）　代表取締役社長　藤田 大輔
（事業の内容）　 建築工事及び空調衛生電気設備工事の請負業、空調衛生電気設備の装置機器販売業、空調衛生電気設備

の装置機器等据付工事並びにメンテナンス業、空調衛生電気設備リニューアル提案業務、省エネルギー
コンサルタント及び診断業務ほか

（担当者）　鈴木 優彰
（紹介者）　東洋熱工業㈱

賛助会員 エコカーボン
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