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1. 事業運営の基本方針

（1）経済状況とビル市況
　令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、世
界経済及び我が国経済に重大な影響を及ぼした。令和3年度
も、この新型コロナウイルス感染症のため、経済の先行きは
予断を許さない状況であり、空室率の上昇等がオフィスビル
市況に反映され始めている。
（2）オフィスビルの機能とビル業界の課題
　オフィスビルは、日本経済を支える経済インフラの機能を
持ち、快適なオフィス環境の創造は、テナント企業に知的生産、
価値創造の基盤を提供するものである。またオフィスビルは、
安全・防災性能の向上や良好な景観の形成を通して、都市の
豊かな地域社会を形成する機能も果たしている。
　このような機能を担い、都市の国際競争力強化、都市再生
と地方創生、安全・防災性能の向上、環境問題への取り組み
やデジタル化社会への対応はビル業界の課題であり、ウィズ
コロナ・ポストコロナを見据えた多様な働き方や生産性向上
に資するオフィス環境の提供もまた、新たにビル業界の課題
となってきている。
（3）事業運営の基本的方向
　令和3年度、日本ビルヂング協会連合会（以下「連合会」
という。）は、19地方協会の会員の総意とエネルギーを結集し、
ビル業界の利益増進を図りつつ、事業運営にWEBの活用な
ど情報技術などを取り入れ、ビル業界が健全な発展を遂げる
よう諸活動を積極的に推進する。また、ビル事業に関連する
政策課題の解決に積極的に取り組み、地域社会への貢献を進
める。

2. 政策活動

　関連政策委員を中心に、中核的協会である東京ビルヂング
協会と連携して、 以下の政策活動を推進する。
（1）税制・予算要望活動
　新型コロナウイルス感染症の影響の拡大等を受け、政府に
対し的確な施策を要望する。また、令和4年度税制改正・予
算要望においては、各協会の要望・意見を集約し、ビル事業
の推進に必要な租税特別措置の確保、都市再生の促進、都市
の防災性能の向上、地球環境対策の推進などに資する支援措
置の充実に向けて取り組む。
（2）政策課題解決に向けた活動

①政策課題に対する連合会意見の反映
　政策立案を行う国の審議会やビル事業に関する調査研究を
行う民間団体等に委員を派遣してオフィスビルの事業実態や
連合会の知見を審議に反映させるよう努める。
　また、都市づくり分野における規制改革と運用の弾力化、
地球温暖化対策、都市の安全と防災、都市再生及び地域活性
化に関する施策の拡充などビルに関連する諸課題を幅広く検
討し、適宜、国等に意見を提出する。
②オフィスビル経営に係る制度に関する活動
　1）法改正等への対応
　 　ビル事業に関連する法制度、基準等の創設・改正の状況
を注視し、地方協会等と連携して意見表明等を行う。
　2）オフィスビルに関する定期建物賃貸借制度の普及
　 　不動産関係団体で構成している定期借家推進協議会に参
画し、オフィスビルに関する定期建物賃貸借制度の普及啓
発に努める。
　3） BOMA360及びIPMS（国際不動産面積測定基準）に

関する普及活動
　 　「BOMA360パフォーマンスプログラム」（BOMAイン
ターナショナルが実施する優良ビル認定制度）に関する「日
本語版申請ガイドライン」を周知し、日本国内のビルが日
本に居ながらにして申請・認定取得できるよう支援に努める。
　 　また、IPMSに関する算定表についても会員への周知に努
める。
③防災及び安全・安心への対応
　1）ビルの耐震性能向上
　 　会員ビルの耐震性能を向上させるため、会員ビルの耐震
化に向けた普及啓発活動を推進する。
　 　 また、ビルの耐震化促進に資する税制・補助制度の拡充
等を国等に要望する。
　2） 「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」の普及
　 　 「感染症に対応したオフィスビルの事業継続計画作成ガ
イドライン」を踏まえて策定された「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」の周
知を図る。また、新型コロナウイルス感染症に係る必要な
情報提供を行う。　　
　3）オフィスビルの総合的な安全確保
　 　高度化するビルの防災・安全に関する課題について検討
を進め、これらに関する制度改善等の動向を注視して必要
な意見提出等を行う。
④地球環境対策等に関する活動

（一社）日本ビルヂング協会連合会

令和3年度事業計画
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　1） 省エネベンチマーク制度について、各関係会員の意見を
集約しつつ国の運用改善に協力する。

　2） 脱炭素に向けた国の方針や動向等について、不動産協
会と協力して、調査研究を推進する。

　3） 経団連と連携して推進している会員ビルのエネルギー使
用量削減数値目標の進捗状況を把握するためエネル
ギー使用量に関する実態調査を実施するとともに、2）
の調査を踏まえ、必要な見直しを検討する。

　4） 脱炭素社会推進に係る建築学会その他の団体等の活動
に参加し、オフィスビルの環境対策等の向上に努める。

⑤中小ビル振興に関する活動　
　1）中小ビルの経営戦略等に関する検討
　 　令和3年度は、令和2年度に実施した「中小ビルの新型
コロナ感染症対策に関する緊急アンケート調査」の結果を
踏まえ、アンケートの調査を分析したうえで、アンケート結
果をフィードバックする。
　2）災害対応に関する活動
　 　令和元年度に実施した中小ビルの防災意識に関する調査
を基に、令和2年度に作成した「中小ビルの災害対応マニュ
アル2020年版」と「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」を、引き続き全国の
会員への普及に努め、会員の災害対応の充実に寄与していく。

3. 調査・研究活動

（1）調査事業
　「ビル実態調査」について、令和3年度も引き続き実施する。
（2）研究活動
　情報通信技術の進展、知識創造社会への移行、脱炭素化へ
の要請、ウィズコロナ、ポストコロナなど社会環境の変化や
働き方改革の推進を踏まえ、オフィスビルをめぐる諸課題に
対応するための研究活動を進めていく。

4. 国際交流活動

　ビル事業の国際化に対応して、東京協会と連携し、海外の
友好団体や会員企業の海外駐在員との交流を図り、海外の主
要都市におけるビル事業や都市計画の動向に関する最新情報
を収集する。
　BOMA総会については令和3年度も、新型コロナウイルス
感染症の状況や影響を踏まえ、第114回BOMA総会（米国
ボストン）の参加を見送る。

5. 組織活動

（1）協会活動の強化等
　令和3年度当初の会員数は1,346社であり、令和2年度当
初より15社減少している。
　ビルに関する調査研究、社会に対するビル情報の発信、国
への政策提言などにより、連合会及び各地方協会の社会的価
値の向上を図るとともに会員数の増大をめざす。
　財務について年度を通した的確な運営に努める。
（2）総会及び理事会
　6月に第81回定時総会（東京都）を、5月及び令和4年1
月に理事会を開催するとともに、定款に従い的確な組織運営
に努める。
（3）運営委員会及び政策委員会
　運営委員会において運営方針、事業計画・予算、事業報告・
決算など連合会の運営に関する事項を審議し、政策委員会に
おいて各政策委員が担当分野の政策活動を行うとともに政策
フォーラムを開催して政策委員間の情報・意見交換を行う。
（4）全国事務局長会議
　全国事務局長会議については、9月と2月に開催する。
（5）広報・会員サービス活動
①機関誌、ホームページ等
　機関誌「びるぢんぐ」や「連合会ホームページ」等を活用
して的確な広報活動に努め、各協会と協力して協会活動の社
会的周知を図る。また、新型コロナウイルス感染症に係る国
の要請等について、ホームページを通じ、迅速かつ的確に会
員へ情報提供する。さらに、動画配信等の新たな情報提供も
検討する。
②会員サービス
　ビルの経営事項等に関する「連合会相談窓口」を活用して
会員サービスに努める。また、新年賀詞交歓会などを活用し
て会員相互の親睦を深める。
（6）関係団体との連携強化　
　各地方協会の協力を得て、ビル経営管理士試験やビル経営
管理講座など（一財）日本ビルヂング経営センターの事業運
営に協力し、ビル経営管理士の活用を各方面に働きかけると
ともに、同センターとのビル経営セミナーの共同実施、会員
向け割引の提供などにより、連合会会員の人材育成、教育研
修の強化を図る。
　また、（公社）全国ビルメンテナンス協会をはじめビル関係
諸団体と連携し、ビル事業の発展を図る。
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1.  先進的省エネルギー投資促進支援事業
（経済産業省）
　エネルギー消費効率の高い設備更新等
を促す取組みについて、「エネルギー使用
合理化等事業者支援事業」から補助金対
象の見直しが行われています。
（A）先進事業 
　技術評価委員会等で検討された先進的
な省エネ設備等に係る評価基準・評価項
目に適合する設備等を事前登録。登録リ
ストに掲載されている先進設備を導入す
る省エネ投資に対し、登録設備導入に係
る費用への補助金支援を行う事業です。
（B）オーダーメイド型事業
　個別設計が必要な特注設備等の導入を
含む設備更新やプロセス改修、複数事業
者が連携した省エネ取組みに対し、機械
設計を伴う当該設備導入に係る費用への
補助金支援を行う事業です。
（C）指定設備導入事業
　従来設備と比較して省エネ性能の高い
特定のユーティリティ設備、生産設備等
への更新に対し、一定の省エネ要件を満
たす場合、設備・スペック等ごとに算出・
設定された定額の補助金を支援する事業
です。（※2020年度より、LED照明は補

助対象外となっています）
（D）エネマネ事業
　エネマネ事業者とエネルギー管理支援
サービス契約を締結し、「EMS制御」や省
エネ診断等による「運用改善」により効
率的・効果的な省エネ取組みに対し、エ
ネルギー・マネジメントシステムの導入に
係る費用への補助金支援を行う事業です。
　（A）～（D）の各補助対象、補助率につき
ましては、表1のとおりです。

2.  建築物等の脱炭素化・レジリエン
ス強化促進事業　（環境省）

　業務用建築物におけるZEB化・省CO2
化に資する高効率設備等の導入を促す取
組みを、経済産業省・国土交通省等と連
携して支援、推進する事業です。
（1）レジリエンス強化型ZEB実証事業
　災害発生時の活動拠点となる公共性の
高い業務施設において、停電時にもエネ
ルギー供給が可能で、換気機能等の感染
症対策も備えたレジリエンスを強化した
ZEB案件を支援する事業です。水害災害
時における電源確保に配慮された設計、
災害発生伴う長期停電時においても施設
内にエネルギー供給を行うことができる

再生可能エネルギー設備や蓄電池等及び
省エネ型高機能換気設備等の導入等が、
補助要件、補助金の対象となります。民
間の建築物は、延べ面積：新築10,000㎡
未満、既築2,000㎡未満が対象となり、
補助率は『ZEB』：2／ 3に加え、『Nearly 
ZEB』：3／ 5、『ZEB Ready』：1／ 2となっ
ています。
（2） ZEB実現に向けた先進的省エネル

ギー建築物実証事業
　ZEBの実現と更なる普及拡大のため、
環境省と経済産業省とが連携して（表2）、
ZEBに資するシステム・設備機器等の導
入を支援しています。
【経済産業省】ネット・ゼロ・エネルギー・
ビル（ZEB）実証事業
　民間の定められた建物用途の大規模建
築物（延べ面積が、新築10,000㎡以上、
既築2,000㎡以上）については、令和3
年度も経済産業省が先進的な技術等の組
み合わせによるZEB化の実現、成果の展
開を支援しています。
（3） 既存建築物における省CO2改修支援

事業
① 民間建築物における省CO2改修支援事業
　省エネ改修を行いつつ、運用改善によ
り更なる省エネの実現を目的とした体制
を構築する事業に対し、一定の省エネ要
件を満たす場合（CO2削減率30%以上）、
CO2削減に寄与する空調、BEMS装置等
の導入費の1/3（上限5,000万円）を支援。
② テナントビルの省CO2改修支援事業
　オーナーとテナントが環境負荷を低減
する取組みに関するグリーンリース契約・
覚書を結び、協働して省CO2化を図る事
業に対し、一定の省エネ要件を満たす場
合（CO2削減率20%以上）、CO2改修費
用の1/3（上限4,000万円）を支援。
③空き家等における省CO2改修支援事業
　空き家等を業務用施設に改修しつつ省

　令和3年3月26日、一般会計の歳出総額が106兆6097億円となる令和3年度予算
案が参議院本会議で可決され、成立となりました。
　1月に成立した令和2年度第3次補正予算と一体での編成（15カ月予算）とし、引
き続き新型コロナ感染拡大防止対策を図りつつ、「デジタル社会」や 脱炭素化と経
済成長を両立する「グリーン社会」の実現、活力ある地方づくり等、中長期的な課
題に向けた体制整備にも力を入れた予算となっています。
　そのうち、ビル業界に関連する主な事業は次のとおりです。

政府予算の概要について
令和3年度
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CO2化を図る事業に対し、一定の省エネ
要件を満たす場合（CO2削減率15%以
上）、CO2改修費用の1/2を支援。
【国土交通省】既存建築物省エネ改修等
推進事業
　民間建築物の「省エネ」改修工事に対し、
躯体（外壁・天井・開口部等）の省エネ
改修を伴うもので改修後に一定の省エネ
基準、耐震性を有し、改修前と比較して
一定の省エネ効果（20%以上、外皮改修
面積割合が20%超の場合は15%以上）が
見込まれる案件については、改修後の省
エネ性能を表示すること等を要件に、対
象工事の1／ 3（上限5,000万円／件）
を支援。また、併せてバリアフリー改修
工事を行う場合、当該工事の費用として
2,500万円を上記補助限度額に加算が可
能です。

3.  中小企業等に対するエネルギー利
用最適化推進事業　（経済産業省）

　エネルギー利用最適化診断や地域プ
ラットフォームの構築を通して、中小企業

等のエネルギー利用最適化を促す取組み
を支援する事業です。
（1） エネルギー利用最適化診断事業・情

報提供事業
　中小企業のビル等のエネルギー管理状
況の診断、AIやIoT等を活用した運用改
善や高効率設備への更新・再エネ導入支
援等に係る費用の一部支援。
（2） 地域のエネルギー利用最適化取組支

援事業
　省エネに加え、再エネ導入も含むエネ
ルギー最適化に向け、中小企業等が相談
可能なプラットフォームを地域毎に構築、
相談窓口や支援施策を整備。
　また、令和2年度補正予算で組み込ま
れた「大規模感染リスクを低減するため
の高機能換気設備等の導入支援事業」は、
本年6月に第2次補助金交付公募が予定
されています。なお、本事業の補助率は2
／3から1／ 2に減率となります。

4.  地域防災拠点建築物整備緊急促進
事業　（国土交通省）

　災害の激甚化・頻発化を踏まえ、令和
3年度予算では、耐震診断義務付け対象
建築物の耐震化と併せて地域の避難場所
となる建築物等の耐震化、水害時の避難
場所確保や大規模災害時の帰宅困難者対
策の整備を、パッケージ支援していく事
業取組みとなりました。（表3）
（1）建築物耐震対策緊急促進事業
　耐震診断を義務付けられた建築物の所
有者である民間事業者等が実施する補強
設計・耐震改修、超高層建築物等の所有
者である民間事業者等が長周期地震動対
策として実施する詳細診断・補強設計・
改修工事に対して、補助金の支援を受け
ることができます。
　令和3年度予算では、地域防災拠点建
築物整備緊急促進事業が創設されたこと
に伴い、事業者はこれまでの交付金と補
助金の両方を申請していましたが補助金
のみの申請となります。民間事業者が事
業主体の場合、国は民間事業者に対し地
方公共団体を経由した間接補助を行いま
すが、地方公共団体の支援制度が未整備
であること等により地方公共団体からの
支援が受けられない場合は、民間事業者
は国からの直接補助により当該事業の支
援を受けることが可能です。
（2）災害時拠点強靭化緊急促進事業｠｠｠｠ 
　大規模災害時に発生する帰宅困難者等
を民間ビル等に受け入れてもらうなどの
ため、一時滞在スペースや備蓄倉庫等の
整備費に対して、補助金の支援を受ける
ことができます。
※ 対象要件の詳細につきましては、それ
ぞれの交付申請マニュアルをご確認下
さい。

環境省・ZEB実証

『ZEB』 3／5

『Nearly ZEB』 1／2
『ZEB Ready』 1／3

『ZEB Oriented』も　1／3

※2,000㎡未満の建築物では、『ZEB Ready』は補助対象外

経済産業省・ZEB実証

要緊急
安全確認
大規模建築物

避難場所となる
建築物

超高層
建築物
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表3　補助対象と補助率の一例

表2　延床面積別 補助対象



図表1　TCFD提言における具体的な気候変動関連の「リスク」の例について
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1. はじめに
　近年、世界的に相次ぐ異常気象や、
将来的な気候変動の予測等からも明ら
かなとおり、地球温暖化等の気候変動
への対応は喫緊の課題です。そのため、
国土交通省では、令和2年6月、デベロッ
パー・REIT等の不動産分野の実務者や
投資運用に携わる実務者で構成する「不
動産分野におけるESG‐TCFD実務者
WG」を設置しました。以降、令和3
年3月まで4回にわたり、我が国の不動

産分野における気候変動への対応に関
する情報開示について議論を行い、本
年3月30日に「不動産分野における
TCFD提言対応のためのガイダンス（不
動産分野TCFD対応ガイダンス）」を策
定・公表しました。

2.  ガイダンス作成の経緯
（1） 日本の不動産分野の気候変動問

題への対応の必要性
　序文のとおり、近年、世界的に異常

気象が相次ぐなど、地球温暖化等の気
候変動への対応が喫緊の課題となって
おり、国際社会全体で、気候変動問題
に対する関心は急速に高まっています。
日本国内においても、国際的な潮流を
受けた気候変動対応の機運の高まりか
ら、各企業において取り組みが進みつ
つあります。
　特に、日本においては台風や高潮等
の自然災害が多いことから、そのよう
な災害に直接さらされる不動産分野に

不動産分野TCFD対応ガイダンスの
概要について

シリーズ 脱炭素化に向けて̶③

国土交通省 不動産・建設経済局 不動産市場整備課



図表2　TCFD提言における具体的な気候関連の「機会」の例について
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おいては、気候変動による風水害等の
物理的なリスクの影響は大きなものに
なると考えられます。すなわち、気候
変動は、風水害等の物理的なリスクを
高めるため、その場に存在し、移転が
困難であるという特徴を有する不動産
には直接的なダメージ等の影響を及ぼ
してしまいます。また、不動産の建設
等の際には、多くの機材や建材等が利
用され、また、建築後には屋内での冷
暖房使用等、電力が多く消費されるた
め、温室効果ガス排出等の規制がされ
た場合、影響を受けやすいということ
がいえると思います。これらのリスクは、
規模を問わず避けることができないも
のです。

　日本の不動産分野の各企業をみるに、
先進的な企業においては、気候変動へ
の対応が進められつつあるものの、業
界全体では、対応をしていない企業も
多く、さらなる対応が求められます。
一方で、このような気候変動の影響を
受けやすい業界だからこそ、気候変動
対策は、他社との差別化の機会にもな
り得ます。
　こういったリスク、機会に適切に対
応していくためにも不動産分野の各企
業は、不動産の特性も踏まえつつ気候
変動対応の重要性や具体的方法を理解
した上で、実践することが重要である
と考えられます。
　各企業は、このような実践を通じて、

将来気候変動によってもたらされ得る
資産へのダメージ（例えば大雨等によ
る被災）のような物理的なリスクや炭
素税等の導入等の規制があった場合の
移行的なリスクの影響を回避・縮減し
て、持続的な発展を遂げることが可能
になると考えられます。
　また、各企業は、こういった気候変
動対応に関する情報開示を充実させる
ことは、国内外の投資家や地域金融を
含めた金融機関等の関係者との間で、
充実したESGに関するコミュニケー
ションを図ることにつながり、投資の呼
び込みや、融資の確保等積極的な影響
をもたらす可能性があります。
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（2）ガイダンスの位置づけ
　本ガイダンスは、以上のような不動
産分野を取り巻く状況や問題意識を踏
まえ、規模を問わず不動産分野に属す
る全ての企業や、かかる企業に投資や
融資をする投資家や金融機関を対象に
作成したものです。具体的には、気候
変動問題への対応のスタンダードとな
りつつあるTCFD（Task Force on 
C l ima t e - r e l a t e d  F i n an c i a l 
Disclosures：気候関連財務情報開示タ
スクフォース）提言に、企業が対応す
るためのサポートとなることを意図し
ています。対応方法については、TCFD
提言への対応の最初の一歩を踏み出す
企業にとってもわかるような基礎的な
レベルから、既に取り組んでいるよう
な企業向けの応用的なレベルまで、可
能な限り網羅的に記載している点が特
徴です。
　なお、TCFD提言はあくまで企業へ
の提言であって、企業を拘束するもの
ではなく、対応を義務付けるものでも
なく、また、本ガイダンスも、TCFD
提言への対応を含む気候変動対応のた
めの参考資料であり、TCFD提言への
対応を義務付けるものではありません。

3. ガイダンスの構成
（1）全体構成
　本ガイダンスの全体構成は図表3の
とおりです。
　まず、第1章～第3章においては、導
入としてなぜ気候変動対応が今重要な
トピックとして世界的に議論されてい
るのか、不動産分野においてもなぜ重
要なのかということを確認したうえで、
気候変動をめぐる海外および国内の動

向等の基礎的な点を確認する内容を記
載しています。この部分を読めば、気
候変動に対応することの重要性を理解
していただけると思います。
　第4章～第7章においては、TCFD
という組織や提言の概要・TCFD提言
をめぐる国際動向を紹介した上で、
TCFD提言に対応するための実践的・
具体的な内容を記載しています。
　最後に、参考資料については、本編
の「はじめに」および「TCFD提言に
ついて」の内容を補足する参考となる
ような情報を掲載しています。
（2）具体的なシナリオ分析の支援
　はじめて対応する人にとってはわか
りにくいと考えられるTCFD提言の対
応について、具体例や図等を用いて解
説することで、読者が理解しやすく分
かりやすくなるように工夫をしておりま
す。また、実際の企業の開示事例等を
サンプルとして用いる等、活用しやす
い内容となるように工夫をしています。
（3）対象読者別の読み方
　TCFD提言に実際に対応する企業と、
企業が行ったTCFD提言を分析・評価
する側である投資家・金融機関がどの
ように本ガイダンスを活用することが
できるのかという視点から、本ガイダ
ンスの活用方法についても説明してい
る点も特徴です。
　TCFD提言に対応する企業において
は、TCFD提言への対応状況に違いが
あると思われるため、対応状況（これ
から対応する企業、対応しはじめた企
業、ある程度対応を進めた企業）に応
じた本ガイダンスの活用方法について
も記載しています。また、投資家・金
融機関等も読者として想定しています。

不動産企業のTCFD提言に対応する開
示を分析する際にご活用いただきたい
と考えています。
（4） 中小企業の本ガイダンスの活用

方法
　気候変動への対応は、現状、投資家
が、主に上場している企業を対象に求
めているケースが多いと思われます。
しかし、日本においては、中小規模の
企業や個人が所有しているビル等の建
築物の割合が高く、気候変動に対応す
るためには、そのような中小の不動産
オーナーの取組みが不可欠であると考
えられます。また、昨年管首相より、カー
ボンニュートラル宣言等が発出された
ことからすると、今後、国内においても
気候変動関係に係る対応が益々求めら
れる可能性があり、また更に気候変動
に伴う風水害等の物理リスクが上昇す
ることも考えられ、不動産オーナーも
大きな影響を受けることが考えられます。
　そして気候変動対応をするにあたっ
て、TCFD提言は有用な指針となると
考えられます。TCFD提言に沿って検
討することで、自社の状況を把握し、
今後どのような対応をしていくべきか
ということが明らかになってくると考え
られます。
　TCFD提言のすべてに最初から対応
する必要はなく、できるところから対
応を進めるというスタンスで取り組ん
でいただければよいと考えられます。

4. 今後の国交省の取り組み
　本年度は、不動産分野の企業等への
気候変動対応の必要性の認識を広める
ために、他省庁や関係する機関等と連
携した上で本ガイダンスの周知等を行



図表3　不動産分野 TCFDガイダンスの構成について

不動産分野TCFD対応ガイダンス及び実務者WG資料の公表URL：https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000215.html
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いたいと考えています。
　また、本ガイダンスをより良いもの、
分かりやすいものとするため、本ガイ
ダンスを参考とされた方からのご意見
も伺って参りたいと考えておりますの
で、読者の皆様の御協力も是非、賜れ
ましたら幸いです。
　その他、不動産投資促進のため、不
動産分野におけるESG投資について更
なる検討を進めて参ります。

5. 結び
　気候変動対応は、遠い国際社会の動
きであるとか、海外の投資家が投資し
ているような企業にしか関係がない、
と考えておられる不動産オーナーの方
がいらっしゃるかもしれません。
　しかし、前述のとおり、気候変動は
年々厳しくなってきており、不動産を
所有する者であれば、規模の大小を問

わず、誰もが社会の変革や災害等の影
響を被る可能性があります。
　一人でも多くの方が気候変動につい
て関心を持っていただき、自分ごとと
して考え対応していくことが気候変動
対応のはじめの一歩であると考えます。
　本ガイダンスがその一歩を踏み出す
一助となりましたら幸いです。
　つたない長文でありますが、最後ま
でお読み下さり有難うございました。

不動産分野TCFD対応ガイダンスの概要について
シリーズ 脱炭素化に向けて̶③



1.  日本の玄関口として

　浜松町二丁目4街区（以下「当計画地」
という。）は、江戸初期に徳川家老中大
久保忠朝の上屋敷となり、その後、明
治初期まで大久保氏の屋敷となってい
ました。当時の浜松町・大門周辺は、
徳川家菩提寺である増上寺の門前町で
すが、江戸の観光といえば寺社仏閣で
あり、この地周辺も観光地として賑わ
いをみせていたと思われます。大久保
氏の屋敷の後、昭和初期から昭和39年
（1964年）まで、敷地は都電・都バス
の車庫でした。その後、東京モノレー
ル浜松町駅、世界貿易センタービルディ
ングが建設され、国内のみならず、海
外から東京を訪れる方々の玄関口と
なっています。またこの地は、都営大
江戸線、浅草線によって浅草・両国・
門前仲町・築地といった下町の観光地、
六本木・青山・新宿といった外国人が
集まる地域へのアクセスもしやすい場
所となっています。

2. 開発の経緯　

　世界貿易センタービルディング（以
下、「現WTCビル」という。）は1970
年に日本で2番目の超高層ビルとして
生まれ、貿易関係機関を中心としたオ
フィスのほか、バスターミナル、駐車場、

展望台、貸会議室、ブライダルなどの
機能をもち、約50年間、皆様にご愛用
いただいてきた建物です。
　2010年代初頭、現WTCビルの西側
隣接地で新たな開発計画が動き出し、
これに伴い、駅前に立地する株式会社
世界貿易センタービルディングにも港
区から駅前整備に対する協力要請があ
りました。この時期、現WTCビルは2
度目の大規模なリニューアルを計画し
ていましたが、今後の50年を見据え、
地域の要望に協力するという企業の社
会的責任を果たしつつ、当社事業の持
続的発展も図ることができる解決策を
模索した結果、この機に思い切って建
て替えをすべきであると決断するに至
りました。
　建替えの都市計画手法に関しては、
現WTCビルは特定街区を用いていま
したが、本計画は都市再生特別地区を
用いることとし、様々な計画案の検討・
行政や他事業者との協議を行い2013
年3月に都市計画決定の告示を受けま
した。その後、さらに検討・協議を重ね、
2017年に建築確認申請を行い、2021
年3月に一本目の超高層ビルである世
界貿易センタービルディング南館（以
下、「南館」という。）が完工を迎えま
した。
　検討開始から南館完工までは、一部
用地の取得、行政・事業者・鉄道近接

協議、特区提案、地区計画認定申請、
区画整理事業、近隣説明、既存建物解
体等、実に約11年の歳月を要しており、
全体竣工までは今後約6年を要する長
期にわたるプロジェクトです。また規
模に関しては、3つある街区全体を合わ
せると延床面積が46万㎡を超え、都内
でも有数の大プロジェクトの一つと
言っていいでしょう。その内、南館は約
27万㎡を超える建物であり、機能とし
ては、交通結節機能の向上、国際交流
拠点の形成、防災機能の強化・環境負
荷低減の三本柱を軸に開発を進めてい
ます。

世界貿易
センタービルディング
南館  完工

浜松町二丁目４地区A街区開発計画

株式会社 世界貿易センタービルディング

1970年竣工当時の現WTCビル

世界貿易センタービルディング南館
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3.  歴史の継承と新たな　　
風景の創出

　伝統と歴史の継承は、本計画の意匠
上のコンセプトとなっています。現
WTCビルは、ブロンズ色という他に類
を見ない超高層建築であり、その外観
は地域のランドマークとなってきまし
た。南館はその歴史と伝統を継承し、
外装には現WTCビルの特徴である電
解二次着色のアルミカーテンウォール
を採用していますが、現代の最新技術
を用い高い耐久性をもたせることで、
伝統と最新技術を融合させています。
また、南面の外装に設けた90㎜の凹凸
面や東西面に設置したフィンにより、現
WTCビルのグリッド状の窓面を踏襲で
きればという願いのもと、その陰影が

多様な表情を見せています。
　現WTCビルの屋上に設置された白
色の間接照明は、遠景のシンボルとし
て東京の夜景の一つとして印象付けて
きました。南館の屋上に設置された頂
部を照らす間接照明は、そのDNAを継
承しており、新しい東京の風景の一つ
として街と呼応していくことを期待して
います。
　植栽計画は過去を尊重したうえで、
新しい風景の創出をはかっています。
長年、敷地の南東部にあった大きな桜
を既存樹木として移植しており、壁面
緑化を背景に新たなシンボルツリーと
して皆様に愛されることを願っていま
す。また、南側道路面には雑木林をコ
ンセプトとした多様な樹木を配し、今
までにはなかった新たな風景をつくり

出しています。
　内装においては8階オ
フィスエントランスホー
ル正面の壁に既存ビルの
メインエントランスホー
ルの壁と同じトラバーチ
ン（大理石）を採用、また、
ソファが置かれたカー
ペットは既存建物の床タ
イルパターンを模し、現

WTCビルの名残が感じられるようにし
ています。
　南館の定礎の文字は現WTCビルの
定礎の文字を写し取り、活用していま
す。現WTCビルの「定礎の辞」は作
家の井上靖氏に揮毫いただいた経緯が
あり、定礎もまた、歴史を継承してい
ます。

4.  旧芝離宮恩賜庭園を望む
オフィス

　南館の東側に位置する旧芝離宮恩賜
庭園を眺望とするオフィス空間は、1フ
ロアあたり約1,560㎡という入居者に
とって利用しやすい空間であり、窓面に
設置された高性能Low-Eガラスが室内
の温熱環境の負荷を軽減します。東西
面には450㎜の立ち上がりをつくり、
300㎜の深みのあるフィンを設置する
ことによって、太陽光によってファサー
ドに作り出す陰影が景観上の配慮や環
境面としての日射の抑制に少しでも貢
献できればと考えました。コア内貸室
は、北側の外部に面した位置に計画す
ることで、安定した光の入る、落ち着
いた空間となっています。
　また、基準階の共用部となる東西方

壁面緑化

都電・都バスの車庫だった頃

現WTCビルの定礎

歴史を継承した南館定礎
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向に長い廊下の東側端部には庭園と海
が織りなす景観を望めるリフレッシュ
コーナーを設け、西側の設備バルコニー
には窓を設けることで、廊下に自然光
をとり入れて明るさを確保するととも
に、テナント要望による空調機の増設
といった機能の冗長性を生み出してい
ます。
　8階の喫煙室や基準階のリフレッシュ
コーナーから望む庭園の風景は、オフィ

スで働くワーカーにとって、良い気分
転換のひとつとして生産性を向上する
機能を担うことでしょう。

5.  安全で快適なビルを　　
目指して

　南館建設は、用地の整備から着手し
ました。まず、現WTCビルのバスター
ミナルのために設けたスロープを解体

するとともに隣接
する土地を取得し、
約2,800㎡の敷地
を確保しました。
この敷地に200m
級の超高層ビル
を建てるために南
館は塔状比の高
いスレンダーなプ
ロポーションとな
らざるを得ず、積
層された30層の

オフィスフロアと低層部の階高の検討
や、途中階からオーバーハングする断
面構成を採用しながら基準階での専有
部を最大化したうえで、大地震にも耐
えられるよう構造検証を繰り返し行い
ました。
　その結果、構造形式として、地下約
40mに及ぶ地中連続壁構造を外周の地
下外壁および杭に採用し、建物の転倒
に対して高い安全性を確保しました。
また、地震動に対する揺れだけでなく、
強風による揺れに対しても、早期に揺
れ幅を減衰させるために新世代制震オ
イルダンパーである「HiDAX®-R」を採
用することにより、在館者の居住性を
最大限に高めています。
　一方で、近年、地球環境への配慮が
大規模開発に求められるようになり、
本プロジェクトでも社会貢献の立場か
ら省エネルギーへの配慮を行っていま
す。南館は完工当初は屋上に設置する
空冷モジュールチラーを熱源とした単

独の熱源システムとな
りますが、本館・ター
ミナルが完成した時点
でDHCからの熱供給
システムが稼働し、街
区全体の省エネルギー
に寄与することになり
ます。その他、採用し
た技術としてLow-Eガ
ラスやLED照明、屋上・
壁面緑化、太陽光発電
パネルの採用、雨水利
用等、環境に配慮した
サスティナブルな建物
としています。
　電気設備については、
特別高圧22kV本線・
予備線方式で受電し、
電力引き込みの二重化基準階事務室

リフレッシュコーナーからの眺望
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を行っています。
　専有部の空調方式は単一ダクト変風
量方式で、冷房時の湿度制御を可能と
するコイルバイパス空調方式を採用し
ています。従来の温湿度条件よりも設
定温度をやや高くし、設定湿度を下げ
ることで省エネ性と快適性を両立した
クールビズ空調への対応が可能です。
　給排水衛生設備については、上水と
雑用水とを分け、雑用水の水源には雨
水と井水を採用し、資源の有効活用を
はかっています。

6. 災害時のBCPの対応

　2011年3月11日の東日本大震災以
降、建物の構成は変化しつつあります。
特に駅周辺の開発プロジェクトには、
帰宅困難者の受け入れスペースの確保
と、そのための水や食料を保管するた
めの防災倉庫の設置が求められてきま
した。南館も例外ではなく、8階のオフィ

スエントランスに約300人超の帰宅困
難者の滞在スペースを確保しています。
また、建物の低層階への水の浸入を防
ぐために、周辺のハザードマップの情
報をもとに建物周囲に防潮板を整備す
るとともに、発電機室や高圧電気室は
6,7階に計画することで、万一の水没リ
スクに備えています。
　その他、ピットに下水道破断時に排
水を貯留するための予備の汚水槽を設
け、災害時には井水をトイレの洗浄水
として利用できるよう井水処理設備を
設けるなど、2次的な安全策も採用し
ており、災害後の段階的な復旧を見込
みながら72時間のBCP計画を確保して
います。

7.  新しいWTC  
-Work,Travel,Communicate

　株式会社世界貿易センタービルディ
ングは、1960年代に入り、航空需要の

高まりに伴う都心と羽田空港を結ぶ道
路の交通渋滞を解消するための交通総
合センター構想に、世界貿易を振興す
るための貿易センター構想を取り入れ、
その2つの機能を併せ持つ世界貿易セ
ンタービルの建設を実現するために株
式会社東京ターミナル（1974年 株式
会社世界貿易センタービルディングに
社名変更）として1964年に設立されま
した。
　東洋一の超高層建築物として建てら
れたビルの伝統を、新しく生まれ変わ
る世界貿易センタービルディングに受
け継ぎながら、交通の要所、貿易の要
として「日本の玄関口」の機能を果た
していきます。
　また、これから建設される本館・ター
ミナルはオフィス、店舗、カンファレン
ス・レセプション、国際医療モール、国
際子育て支援施設、国際交易・貿易関
係機関、国際交流クラブ等の様々な機
能を備えています。JR・東京モノレー

ル浜松町駅も再整備され、
利便性の高い交通結節点
として強化される予定で
す。働く場所だけではな
く、旅行や出張で訪れた
り、会議やパーティで人
と交流するための場所と
なります。そのような未
来を見据え、これらの施
設を訪れる方々が生き生
きと働き（Work）、移動
（Travel）し、人と関わる
（Communicate）ことを
目指して計画を推進して
いきます。

世界貿易センタービルディング南館  完工

8階エントランスホール
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（一社）北海道ビルヂング協会

4月第1回理事会を書面にて開催
▶4月27日（火）、札幌商工会議所3階
特別会議室Bにおいて令和3年度第1回
理事会が開催され、中目会長のご挨拶
の後、中目会長の議長により、令和2年
度の事業報告（案）・決算報告（案）、
令和3年度の事業計画（案）・収支予算
（案）、任期満了による役員選定（案）、
運営委員会委員委嘱（案）の承認等の
審議並びに5月24日（月）に開催される
第58回定時総会への付議事項と代表理
事及び業務執行理事に係る職務執行報
告がなされ、すべて原案どおり承認さ
れ閉会となりました。　

埼玉ビルヂング協会

事務局長就任にあたって
▶4月1日に前任の伊藤から、事務局長
の職務の引継ぎを受けました柿沼彰と
申します。
　前職の会社に入社以来約40年弱、不
動産仲介の営業の業務に携わってきて
おり、ビルの賃貸業に係わる部署での
勤務は有りませんでした。ビル運営に
ついては、何のノウハウも持ち合わせて
おらず、協会の会員の皆様から質問が
あったらどうしようと心配しきりです。
とはいえ、協会の会員の皆様とは、営業
での仕事を通じて存じ上げている方も
多いので、その点では少し安心しては
おります。　　　
　昨年は殆どの定例行事が中止となり、

4月の理事会と5月の総会が久しぶりに
開かれる会合とのことで、無事に開催
できるのかと新たな緊張も覚えており
ます。まだまだ予断を許さない状況が
続く中で、円滑な協会運営を行ってい
く一助となっていければと思っており、
どんな活動が出来るのか、どのように
運営をしてくのか等々、事務局長の皆
様方に教えを請いながら頑張っていき
たいと思います。宜しくお願いします。

（一社）神奈川ビルディング協会

近況と今後について
▶びるぢんぐ4月号「協会便り」で埼玉
協会から事務局長退任の記載があり、
寂しく残念に思いました。私が元年に
就任した時には、色々とご指導して頂
き感謝しました。コロナ禍での事業推
進など、相互に連絡を取り合い、心強く
感じていました。伊藤さん、ありがとう
ございました。新任の事務局長さんも
お付き合い、宜しくお願い致します。
　先日のオンラインでの事務局長会議
は、初の試みながら順調に進行し良
かったですね。連合会事務局に感謝し
ます。今後も必要に応じて新しい形で
進めていきましょう。
　当協会では、例年の理事会3月開催を
久々に実施することが出来ました。コロ
ナ禍で会議が出来ず1年ぶり。お互いマ
スク越しの顔を見ながらの会話が途轍
もなく安心感を得たようでした。やはり
直にお会いしての会議は有意義なとこ
ろもありますね。3月4月には、連合会
代議員の改選を進め、早期に代議員の
届出を行うことが出来ました。当協会
の代議員を宜しくお願い致します。
　新年度に入り、5月の理事会、総会の
準備を進めていましたが、理事会の出
席連絡が半数の状況となり、文書での
対応に切替え、手続きを進めていると
ころです。また、総会も出席連絡が例
年の1／3の状況。感染状況や防止対応
での自粛のご判断と推測します。昨年

と同様な進め方に切替え、今、多数の
委任状を頂くよう正会員へ連絡すると
ころです。
　事業活動の方は、6月、7月の講演会
の準備を進めており、講師、会場、日時
を決めたところです。コロナ感染の影
響が心配です。今後、ワクチン接種の
効果が早く得られ、感染の減少により、
円滑な事業・経済活動、オリンピック・
パラリンピック開催などを期待してい
ますが・・・難しいですかね・・・最後に
「医療・福祉従事者らに感謝の心を」

（一社）名古屋ビルヂング協会

オンラインセミナー・オフィス見学会
▶4月に入り新型コロナウイルス感染症
は衰えるどころか、勢いを増しつつあっ
た中旬、名古屋ビルヂング協会では、
オンラインでのセミナーとオフィス見
学会を2週連続で行いました。4月15日
は日立ビルシステム様による「ビル管
理効率化ソリューション」についてのセ
ミナーと、コクヨマーケティング様によ
る「ポストコロナ時代に求められるオ
フィス空間のあり方」について2本立て
で講演頂きました。その後は名古屋駅
前の先進タワービル内にあるコクヨ様
のオフィス空間について、バーチャルの
見学会を工夫しながらご案内いただき、
参加者にはあたかもその場で見学して
いるような体験をしていただきました。
　翌週4月22日は、日本たばこ産業
（JT）様により、1年前の健康増進法改
正施行により義務化となった喫煙空間
改善の内容について、法自体の解釈が
難しく誤った解釈をしていたり、法に照
らし合わせると若干不十分な間違えや
すいところを実例を交えながら解説い
ただきました。
　いずれもZoomを使った試みでした
が、実開催に遜色ない満足のいくセミ
ナーと見学会だったと好評いただきま
した。
　新型コロナウイルスのワクチン接種

協会便り協会便り
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が進んでいるかと思いますが、協会行
事につきましても感染予防に気を使い
ながら会員に有意義な行事を開催して
いきたいと考えています。

兵庫ビルヂング協会

三度、緊急事態宣言発令
▶兵庫では二度目の緊急事態宣言が2
月28日に解除され、これで収束に向か
うと安堵した矢先、3月に入り新型コロ
ナウイルスの変異株の感染が拡大し、4
月5日にまん延防止等重点措置が適用
されました。しかし、感染の拡大傾向は
下火にならず4月25日には、三度、兵庫
県等4都府県に緊急事態宣言が発令さ
れました。
　昨年（令和2年度）、兵庫協会では感
染症防止対応のため総会、役員会等、
主だった行事、会合は書面開催、延期、
中止を余儀なくされましたが、今年度
はやっとギリギリのタイミングで役員、
会員が集う「春期役員会・例会・研修
会」を開催することが出来ました。しか
し、この春期の会合では、5月の定時総
会は書面開催とすることとし、一年延
期した西日本地区ビル協会交歓会議は
開催時期の今秋の状況が見通せないた
め、再度の延期をお願いすることになり
ました。　

四国ビルヂング協会

梅干しを作ってみませんか！
▶6月に入ると梅の実が収穫されます。
自宅で過ごす時間が多くなっている方

には健康食品と言われる「梅干し作り」
をお薦めします。
　梅干しは、古くは薬として用いられて
おりその優れた効果から“医者いらず”
とも呼ばれていました。含まれる成分と
して、クエン酸、カテキン酸、ポリフェ
ノール、カルシウム、カリウム、マグネ
シウム、鉄、ビタミンE、植物性乳酸菌
があります。特に梅干しの酸味成分で
ある「クエン酸」は腸の働きを阻害する
悪玉菌の増殖を抑える作用と、腸を刺
激して便を排出させる「ぜんどう運動」
を促す働きがあります。
　1日の摂取量は、大粒の梅干しなら1
個で十分ですが、即効性はないので継
続摂取を心掛けてください。できるだ
け早くすっきりとさせたい方には、梅干
しと便秘解消に有効といわれる食品を
一緒に摂取する食べ方がオススメです。
具体例として「梅干し+ヨーグルト」
「梅流し」といった食し方です。梅干し
（アルカリ性食品）が体に良い理由とし
て、主食のご飯やパン、肉、魚、お酒な
どは体を酸性にしてしまう食品であり、
人間の体液（血液や細胞液）をバラン
スのとれた弱アルカリ性に保つために
は必要な食品なのです。
　コロナウイルスに負けず、大切な時
間を有効活用して健康維持と楽しい食
生活にチャレンジしてみませんか。

九州ビルヂング協会

令和3年度における九州協会の活動
▶令和2年度の収支報告では、諸行事の

中止が相次ぎ、予算と実績に大幅な乖
離を生じました。令和3年度は、平穏な
行事運営を望むところですが、予算案
策定の時点では、コロナの予測不可能
な状況にあることから、いかなる場合も
対処できるように、収支計画では、前年
度予算を参考に策定しています。
▶令和3年にはいり、毎月開催する例会
を1、2月は緊急事態宣言で中止したも
のの、3月からは再開しています。例会
では、毎月、各界の講師を迎えて講演
を行っていますが、昨年度中止となっ
た講演を楽しみにしていた会員の声も
あり、あらためて、年度をずらして4月
に講演していただくことができました。
▶5月には、定時総会を開催します。今
年度の総会は、懇親会がなく、総会議
事のみの開催にもかかわらず、締切の
時点で、50名もの参加申し込みがあり
ます。今後、事態が急変することなく、
この協会便りが配布される時には、無
事に開催されていることを期待して止
みません。
▶今後の行事全般については、新型コ
ロナウイルスの拡大状況や緊急事態宣
言発令状況を踏まえて、毎月の運営委
員会に諮り判断することにしています
が、日本ビルヂング経営センターと共
催のセミナーについては、現時点で、前
期の実開催が難しいことから、昨年度
と同様、後期に一旦延期して、リモート
開催も含めて実施することになりそう
です。
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シリーズ 脱炭素化に向けて̶③
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