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第１章 研究の背景と必要性 

 

 本研究では、都市の開発と利用の実質的な主体である民間（以下法人である企業とする）のうち開

発プロジェクトを推進する民間開発者に注目し、今後の都市経営のなかで都市の発展に寄与する都市

開発型プロジェクトおよび開発に関連する都市の利用に着目する。 

 

1-1 都市開発型プロジェクトの定義と必要性 

 都市経営として都市の経済活動を見ると生産の拡大（Y）注１）について投資（I）が重要である。都

市への投資の増加（⊿I）は直接的には生産（消費）の拡大（⊿Y）となり都市の生産力を短期的に成

長させる。長期的には新規産業の育成として都市の質の変容要因となる（生産性の拡大など）ため都

市の発展につながる。 

 前述の都市発展に寄与する大型開発プロジェクトを都市開発型プロジェクトと定義した。その内容

をプロジェクトの質・量・時間軸に分類し検討したものが以下に示す①～③である。これらの資質の

いずれかまたは複数を備えるものを都市開発型プロジェクトとする。このプロジェクトに関わる民間

を民間開発者とする。（民間開発者の詳細な定義は3-1-2「民間開発者の分類と公共・コミュニティの

定義」参照） 

 

①質：特色のある用途・施設形状：Distinctiveness 

②量：充分な規模：Critical Mass 

③時間軸：開発の波及効果：Ripple Effect 

 

都市発展については現在、都市ストックに劣化が見られ、これについての更新が必要となっている。

さらに人口の減少化・高齢化と経済の成熟化による量的発展に課題を持つ。ここでは都市経営として、

質的発展についても以下の3点において都市開発の偏在と都市間格差の増大および新都市機能創造の

停滞に関する課題を採り上げる。 

 

①二極化 

都市および都心の内部についても「発展」と「停滞」の対比が鮮明になりつつある。「発展」側では

都市への投資が更なる需要を生み好循環となるが、「停滞」側では逆の現象となる。民間による投資の

格差が都市間の格差が更に増大する傾向にある。 

 

②同質化 

各都市の施設が都市規模により横並びになりつつある。都市の特色を発揮する「差異」に向かうの
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ではなく「同質」の都市施設整備を目指している状況にある。これは同じ市場での競合となり規模・

資金等により優位性が決定される。その地域の持つ資質である歴史的資産（自然、歴史物）や情報産

業の基盤（出版、教育機関等）を生かした産業育成により独自性の発揮が望まれる。 

 

③集中化 

近年、開発の用途がオフィスに、地域としては東京都心へ集中の傾向がある。要因として需要が見

込め開発リスクが低く、利回りが高いことがあげられる。短期的な民間における開発者の選考性を現

している。このような用途・地域の集中化は機能の一極集中となり国土利用からも望ましい情況では

ない。その対極にある地方都市での都市開発型プロジェクトについてはリスク面から進行していない

状況にある。 

 

 以上の面から各都市にふさわしい特性を有した都市開発型プロジェクトの推進と誘導を図る必要が

ある。 

 

1-1-1 都市開発型プロジェクトの事例としてのウォーターフロント開発 

 都市開発型プロジェクトの分析にあたり先行プロジェクト事例として欧米と日本のウォーターフロ

ント開発について調査を行った。ウォーターフロント開発を採り上げた理由として以下の３点がある。 

 

①都市の再生 

 ウォーターフロント開発は衰退した都市および都心の再生を目的としたものが多く、しかも面的な

再開発として大規模なものが見られる。代表的なものとしてボストン・ハーバーパーク地区、ボルテ

ィモア・インナーハーバー地区等が上げられる。これらの事例では荒廃したウォーターフロントに水

族館を集客施設として地区の認知度を高めつつ周辺への段階開発を進展させた。日本では大阪の天保

山地区が同様の開発である。 

 

②新産業の育成 

 新規の産業として工場跡や港湾部を R&D（研究開発施設）やテーマ性のある開発とした事例が見ら

れる。これらのなかでもボストン郊外のロウエル（Lowell）は河川沿いの紡績業からコンピュータ企

業の集積地として再生された。特定の産業の衰退が新しい産業に転換するにあたり新産業の育成・揺

籃の「ゆりかご」の役割を果たしている。 

 

③公共・コミュニティとの協調 

 ウォーターフロント開発においては開発投資が大きいこと、開発リスクが高いこと、都市の政策と
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して位置付けられていることなどから公共との協調による開発事例が多く見られる。開発以前からの

住民、従業者等の意向を反映させるとともに開発への協力を得るため民間と共に公共・コミュニティ

も協調し開発推進にあたる事例が多く見られる。 

 

 このようにウォーターフロントは都市開発型プロジェクトとしてモデルケースとなる要件を備えて

いる。都市開発型プロジェクトの類型化に先立ちウォーターフロント開発の類型化を行う。注２）（図

1-1） 

 類型化について横軸を開発による都市

機能の「質」的変化として既存機能の「改

良」と新機能への「改革」とした。「改良」

は現在保有する機能の更新や修正で都市

機能の派生的変化（Incremental Change）

を指す。「改革」は現在の都市機能の変更

や新設に関与する構造的変化（Break 

Through）を指す。 

縦軸については開発による都市機能の

「量」的変化として開発規模を想定した。

下に位置する「小規模既存用地」は都心

部にある既存のウォーターフロントの開

発用地で用途の変更を伴う用地である。

上に位置する「大規模新規用地」は都心部より離れた埋立地や大型工場跡地等で道路や区画を整備し

大規模な新規都市用地として活用される用地である。 

都市経営への変化度合いについては左下（既存機能で開発規模が小さい）が小さく、右上（新機能

で開発規模が大きい） 

ウォーターフロントの４類型の内容は以下のとおりである。 

 

①都心部補完型開発 

 都心でのオフィス等を補完するための開発である。東京での竹芝・芝浦開発やニューヨークのバッ

テリーパーク開発がこれに相当する。 

 

②先導施設型開発 

 先導施設として集客施設（Magnet Facility）を開発し、その波及効果（Ripple Effect）により周

辺段階開発を行う。前述のボストン、ボルティモアと大阪の天保山の開発が相当する。オフィスのみ

図1-1ウォーターフロント開発の類型化 

　

　 　

立替

新機
能 新規施設

への更新

短期
直接金融

大

新規
用地

①都心部
補完型開発

開発による
都市規模の
量的変化

開発による
都市機能の
質的変化

既存機能の改良 新機能への改革

都市経営
変化の
度合

②先導施設型
段階開発

小

既存
用地

④都市機能
創造型

大型開発

③大型複合
開発
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ならず、新たに都市観光等新規産業の育成を図っている。 

 

③大型複合開発 

 日本の大型埋立地に多く見られる住宅、オフィス等の複合開発である。新規の用途ではないが規模

が大きく都市経営に与える影響は大きい。大阪南港、ポートアイランド等が代表事例で港湾整備（コ

ンテナ・ターミナル）と共に整備された。海外でも住宅開発としてフォスター・シティ（サンフラン

シスコ）、チャールズ・タウン・ネイビー・ヤード（ボストン）等の事例がある。 

 

④都市機能創造型大型開発 

 都市活性化や産業転換を図るため工場跡地や埋立地をR&D施設やテーマ性のある地区に再生する。R

＆D 拠点となったボストン郊外のロウエルや埠頭をイベントと芸術コミュニティとしたトロント・ハ

ーバーフロント等がある。 

 大型埋立地開発で新規産業の導入としてはサンディエゴのミッション・ベイが観光施設による大型

開発としている。日本においても幕張メッセがコンベンション施設を主体に都市観光への産業開発を

目標としていた。 

 

 ウォーターフロント開発の類型化を都市開発型プロジェクトに応用するにあたっては相違点がある。

横軸は同様とするが、縦軸についてウォーターフロント開発での「大規模 新規用地」は新規用地の

埋め立て等があるが都市においては大型工場跡地や郊外開発用地等の「低未利用地」に位置付けられ

る。「小規模 既存用地」についても都市部の既存市街地の再開発にあたり「既存利用地」と位置付け

られる。 
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1-1-2 都市開発型プロジェクトの類型化 

 ウォーターフロントの類型化を基に、都市開発型プロジェクトの類型化を行ったものが図1-2であ

る。類型化された４分類について以下に述べる。 

 

①更新 

 既存市街地での既存の機能であるオフィス

等の面的な建替え・リニューアルを指す。大

手町・丸の内・有楽町地区での段階的な建替

えと再開発が代表的な事例である。 

 

②転換 

 既存市街地が新規産業揺籃の場として用途

転用を図る場合である。アメリカでは大学近

くの工場がR&Dや起業家向け施設として開発

された事例がマサチューセッツ工科大学の周

辺で見られる。日本では京都での大阪ガスに

よるリサーチパークや早稲田大学周辺での起業家育成施設の事例が見られるが未だ事例は少ない。 

 

③拡大 

 大規模交通跡地や工場跡地の再開発によるオフィス、住宅開発である。東京では汐留・品川が交通

跡地として、東品川が工場跡地として事例となる。大阪では大規模工場跡地の再開発として大阪ビジ

ネス・パークがあげられる。 

 

④創造 

 新機能を持った大型開発である。バブル期には研究開発・学園都市が各地において検討されたが、

都市産業の形成には至っていない。アメリカにおいては特化した都市産業育成として、クラスターの

概念が提示されている。特定の産業が関連する産業基盤と共に集積するという理論である注3）。事例と

してボストン・ケンブリッジ（環状連関開発）やサンフランシスコ（ミッション･ベイ）における大学

とバイオ（生物）・ゲノム（染色体）研究・開発機関の連携開発が挙げられる。このような集積とその

背景を生かしつつ他の都市には見られない新都市機能の「創造」が都市政策として望まれる。 

 

　

　 　

立替

新機
能 新規施設

への更新

短期
直接金融

低未
利用
地

開発による
都市規模の
量的変化

開発による
都市機能の
質的変化

既存機能の改良 新機能への改革

都市経営
変化の
度合

既存
利用
地

①更新

④創造③拡大

②転換

図1-2都市開発型プロジェクトの類型化 
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1-1-3 都市開発型プロジェクトの需要面での検証 

 現在、都市開発型プロジェクトに相当するもののなかで第三セクターによる都心周辺部のオフィス

複合開発（③拡大に相当）や郊外オフィスパーク開発（④創造に相当）について経営的に問題を抱え、

経営主体の破綻や債務免除となる事例が多く見られる。更に再開発事業においても権利変換計画の見

直しや事業収支不足が見られている注４）。これらの事業においては、需要が経済成長と共に更に拡大す

るという「量」的側面の予測に課題があるが、更に見るとプロジェクトとしての「質」的側面におい

ても課題がある。つまりは都市開発型プロジェクト推進の前提として開発への「需要」面の検証に問

題がある。具体的な検証として、立地創造型ではその立地の評価、競合する開発との優位性、利用者

の動向と絞込み等が挙げられる。 

見込まれる利用に対応し運営に課題を引き起こさない都市開発型プロジェクト立案に向け、本論文

では都市の持つ資質としての需要や優位性を民間（民間開発者を含む）による開発されたプロジェク

トの「利用」として分析する。「開発(供給)」と「利用（需要）」両面からの検討が都市発展に効果的

な都市開発型プロジェクト立案と推進につながる。 

 前記の都市開発型プロジェクトについて「需要」の側面を分析した。（図1-3） 

横軸について都市開発型プロジェクトの需要先とする。既存機能の「改良」に対しては都市の現状あ

る「既存需要」が新機能への「改革」に対し現在は顕在化していない「新規需要」が対応する。縦軸

について他都市に比しての優位性とする。「既存利用地」は現状の都市の持つ様々な資質の活用に依存

するため「都市資産」を優位性発揮の原資とする。「低未利用地」は新規開発に相当するため都市の資

源である人口、交通利便性、資金などの「都市活力」とする。これら「需要」を生むべく「優位性」

の発揮できる地域・地区についての分析を立地評価とする。 

 類型化された需要の４分類について以下に述べる。 

①都心部オフィス需要 

都心部における現状の需要である。 

②商業都市観光需要 

都市資産を生かした観光や商業の新規需要の

育成があげられる。 

③住宅オフィス需要 

都市の拡大に伴う既存の需要の拡大があげら

れる。 

④都市の比較優位性 

その都市の持つ歴史物や人的資源などの資産、

交通利便性、投資資金などの比較優位性と創造

すべき新規需要との対応とその検証である。 図1-3都市開発型プロジェクトの需要 

　

　 　

立替

新機
能 新規施設

への更新

短期
直接金融

都市
活力

①
都心部

オフィス需要

優位性

需要先

既存需要 新規需要

都市
優位性
度合

④
都市の比較優位性
（資源・交通・資金）

③
住宅・オフィ

ス
需要

②
商業

都市観光
需要

都市
資産
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1-2 都市発展における民間開発者研究の必要性  

民間は開発者として都市の発展をになうプロジェクトを推進している。更に民間は都市においてオ

フィス等での生産活動を行っている当事者であり利用者としての側面がある。オフィス立地の選好性

の変化や民間企業の移転動向が都心のオフィス集積地の移動や立地としての変化を呼んでいる。民間

が開発と利用のサイクルを形成していると考えられるため都市発展においては重要な位置付けにある。 

本研究においては民間開発者による都市開発型プロジェクトの促進を研究対象とするが、公共・コ

ミュニティについての研究に比べ、既往研究は途上にある。 

その一方、民間への機能発揮が下記の3点において求められている。 

 

①民間の活用 

民間との開発協調の増加として公民協調（Public Private Partnership 以下PPPとする）や公共

施設と民間施設の一体開発（合築）によるプロジェクト機会の増加がある。民間の投資方法の増加と

して機関投資家による土地信託（信託銀行）、新借地（生保）がある。更に不動産証券化として不動産

投資信託（REIT 注５）：Real Estate Investment Trust）が進行し特別目的法人を通した一般投資家の

都市開発への資金参入が見込まれている。 

 

②民間の機能拡大 

民間への委託事業として公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的

能力を活用して行う新しい手法としてPFI 注６)（Private Finance Initiative）が増加している。 

 

③民間の技術移転 

コミュニティによる運営組織の確立として TMO 注７)(Town Management Organization)、BID 注

８)(Business Improvement District)など民間に類似した組織の設立が行われている。また民間企業と

の連携や機能補完を行っている。これは民間の持つ開発や経営ノウハウという「技術」の移転である

と考えられる。またBIDは立地する企業や所有する企業をコミュニティとして扱い、「相互利益」享受

の観点から民間をとりまとめた都市経営会社であると考えられる。 

 

 これらの状況から民間開発者に着目した研究が必要となる。 
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■補注 

 

注１）Y（生産）＝C（消費）＋I（投資）＋G（政府支出）＋NX（純輸出） 

 

注２)ウォーターフロント開発事例については3章を参照。開発区分については拙著「ウォーターフロ

ントの開発とデザイン」 新建築社（1991）p133参照 

 

注３）クラスターについては3章 Michael Porter 参照 

 

注４）大阪市を事例とすると、大阪ワールドトレードセンタービル（大阪市南港）など第三セクター

の債務超過は６００億円超、借金残高は３，６００億円。阿倍野再開発事業は収入不足が１，３

５０億円、借金残高は２，４００億円（朝日新聞2003年5月26日 記事による） 

注５）不動産投資信託（REIT：Real Estate Investment Trust）：投資家から預かる資金をひとまとめ

にし、株式や公社債などの有価証券での運用が投資信託（ファンド）である。そのうち、不動

産投資信託はビル、マンション、オフィス、倉庫などの不動産を中心に運用し、賃借料、売却

益を投資家に配当する。一般の証券とおなじく市場流通性もあり上場しているファンドもある。 

注６）PFI（Private Finance Initiative）：公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経

営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法です。民間の資金、経営能力、技術的能力を

活用することにより、国や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サー

ビスを提供できる事業について、PFI手法で実施します。（内閣府ページより） 

注７）TMO(Town Management Organization)：街づくりを実践する「行政、各種団体、企業、住民等の

様々な主体が参加」し、「まちを総合的に経営するという考え方」に基づき、街づくり事業を主

体的に推進する組織と定義されている。 

 

注８）BID(Business Improvement District)：アメリカでは各州法に基づく制度で、地区内の不動産

所有者や商業者が地域振興を行うための組織づくり及び資金調達のしくみと定義されている。

日本では汐留などで運営が始まっている。 
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第２章 研究の目的と位置付け 

 

2-1 研究の目的 

  

本研究は、都市発展に寄与する都市開発型プロジェクトについて、開発推進（供給面）と利用（需要

面）における民間開発者からの評価に対応した促進方策の立案を目的とする。 

 

今後の都市経営の要点となる都市発展を図るべく、「都市開発型プロジェクト」の促進に着目した。

民間開発者からの評価より、経営学の観点を導入し「開発推進」（供給面）と「都市利用」（需要面）

の「両面」からの評価と選好性により都市開発型プロジェクトの促進方策１）を立案する。 

開発推進面では民間開発者の評価により都市開発型プロジェクトの位置付けと推進方策を分析する。 

利用面では民間企業の本社移転を事例として立地評価と企業の選好性を分析する。 

民間自体についても経済環境、企業、プロジェクト評価の時系列的分析により特性を把握する。関

連して、民間のパートナーである「公共」と「コミュニティ」との協調のあり方と制度での対応を分

析の要点とする。 

変化する民間開発者の動向と背景の分析を行うためヒアリング手法を用いる。 
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2-1 研究の構成と内容 

 本研究の構成を図2-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

図2-1本研究の構成 

 1 章 研究の背景と必要性 
 
①都市発展に寄与する大型開発を都市開発型プロジ

ェクトと定義 
②開発者および都市利用者として民間の重要性 
課題：民間の開発機能低下と 

大型開発の見直し、需要の重要性 
 

２章 研究の位置付けと目的 
 
①目的：都市発展に寄与する都市開発型プロジェク

トの開発（供給面）と利用（需要面）における民

間開発者からの評価に対応した促進方策の立案 
②経営学的に開発と利用の両面から分析 
③民間開発者からの観点でヒアリング手法 

４章 都市開発型ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄの位置付け 
 
①3 類型の都市開発型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを優先ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

(東京都心のｵﾌｨｽ開発)の比較より位置付け 
②公共･ｺﾐｭﾆﾃｨとの協調を定義 
③開発・運営・売却の 3 つのﾌｪｰｽﾞに区分し、

ﾘｽｸを整理 

６章 開発ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ利用の特性 
 
①開発されたﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの利用（需要面）の分析

として民間企業本社移転に着目 
②理由：都市開発型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄはｵﾌｨｽを含む 

本社移転は大きな経営判断 

５章 都市開発型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける更新型 

（都心更新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）の評価と推進方策 
①東京都心に見られる更新型の都心更新ﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾄの分析から推進方策を立案 
②方策をﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの内部性 (企画･開発手法)と

内部性(関連制度･協力体制)に分類 

終章 まとめ 
 
・都市発展は望まれるが手法が大きく変化する、都市開発型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ促進に向けて法整備、開発手法整備と公共・ｺﾐｭ

ﾆﾃｨとの協調がより必要 
・都市開発型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは開発と需要両面から経営学的に分析し都市経営に効力のあるものを選別し企画･計画･推進を

図る 
・民間のみでは開発の偏在化が進む。政策的な分散化政策が必要 
 

５,６章：東京都心を対象とする 
 
①開発事例が多く比較しやすい 
②都市の利用としてｵﾌｨｽ移転が活性化 

３章 民間開発者の特性と変化 
 
①ヒアリング先のまとめ 
②バブル前後の経営方針、不動産開発方針

の変化を分析 
③民間開発者を開発ﾌｪｰｽﾞ区分により定義 
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研究のフローとして３章以降では以下の内容を述べる。 

３章では「民間開発者の特性と変化」として民間開発者を開発フェーズ区分により定義し、ヒアリ

ング先と方法を述べている。民間開発者のバブル前後の経営方針、不動産開発方針の変化を分析して

いる。 

４章「都市開発型プロジェクトの位置付け」では、都市開発型プロジェクトのうち、３類型の都市

開発型プロジェクトを優先プロジェクト(東京都心のオフィス開発)と比較し分析の上、位置付けてい

る。あわせて、公共･コミュニティとの協調を定義し、開発・運営・売却の 3 つのフェーズに区分し、

リスクを整理している。 

５，６章は比較する都市開発と利用の事例が多いことから、東京都心部を重点的な研究対象とした。 

５章「都市開発型プロジェクトにおける更新型（都心更新プロジェクト）の評価と推進方策」では、

４章の結論を受け、より詳細な推進方策の立案に向け、東京都心に見られる更新型の都心更新プロジ

ェクトを事例として取り上げ分析している。フェーズ別、用途別にリスクと利回り分析から、プロジ

ェクトの内部性(企画･開発手法)と内部性(関連制度･協力体制)に分類し対応方策を立案している。 

６章「開発プロジェクト利用の特性」では、開発されたプロジェクトの利用（需要面）の分析とし

て民間企業本社移転に着目した。その理由として都市開発型プロジェクトはオフィスを含むこと、本

社移転は企業の大きな経営判断であることによる。CBD の再分化された地区であるオフィスセンター

を分析単位としている。 

終章は各章のまとめである。（図2-1） 

  

民間の分析手法として民間の都市開発型プロジェクトの

評価と利用に関連ついてヒアリング手法（以下 アンケー

トを含むものとする）により分析を行う。その理由として

第一に民間の視点による都市開発型プロジェクトと立地評

価についての研究がなされていないこと。第二に欧米にお

いてはヒアリング形式でのプロジェクト分析が研究手法と

して確立されていること。第三に民間の動向は経済環境、

経営環境等により変化するがその変化の方向のみならず変

化の理由と背景を分析するためにヒアリングは有効な手段

となることによる。（図2-2） 

 

 

図2-2民間へのヒアリングの位置付け 

ヒアリング
方向性の確認

方向性について
理由・背景の調査

時系列

動向
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2-3 研究の位置付け 

 

既往研究を調査し本研究の位置付けを取りまとめた。研究の最終的な課題であるである｢民間｣から

の「都市経営」は明確な定義がなされていない。本論文では「都市経営」とは「経営学」と「都市計

画」の融合分野と定義する。「経営学」の選定理由は都市経営が都市を民間企業と同様に都市を「効率

的」「戦略的」に運営する方策と位置付けられることによる。また「経営学」を加えることは民間企業

の経営手法を都市経営に導入することとなる。 

研究分類の横軸は「都市計画」と「経営学」に区分する。 

研究分類の縦軸は都市経営を包括概念として供給面である「都市開発型プロジェクト推進」と開発

されたプロジェクトの利用として需要面である「都市（プロジェクト）利用」に区分する。 

更に都市開発型プロジェクトを「プロジェクト外部性」としてプロジェクトをとりまく制度や公共・

コミュニティとの協力体制および「プロジェクト内部性」としてプロジェクト推進にあたり検討すべ

き企画・開発の手法に関する研究に細区分した。 

都市（プロジェクト）利用は「比較分析」として複数の立地間の評価および「特性分析」として特

定地域・施設空間における生産性や投資効果に関する研究に細区分した。 

 

2-3-1 既往研究の分類 

民間開発者に関する都市計画における研究は「公民協調（PPP）」がなされているが、その他には「住

宅等開発」、「プランナー等」に関する研究が見られた。 

「経営学」は民間企業の経営を対象にビジネス・スクールで教えられているが、基礎的（Core）な

教科（Curriculum）より都市運営に関わる開発の商品企画である「マーケティング」、経営方策や優位

性確保に関する「戦略」を取り上げる。派生的な教科として民間の投資判断である「不動産ファイナ

ンス」注２）施設運営手法である、「ファシリティ・マネージメント」注３）を関連研究として採り上げた。 

縦軸である都市経営に関するものとして都市計画の研究から「都市経営」と経営学の研究から「都

市経済学」を分類した。 

都市開発型プロジェクト推進について「プロジェクト外部性」は「開発制度」、公共と民間開発者の

協調および民間活力の導入とされた「ＰＰＰ」、公共・コミュニティとの「開発協調」、開発に関連す

る利害・便益についての「開発調整」に分類した。「プロジェクト内部性」は開発の企画・事業化方策

として「開発手法」、大型プロジェクトの事例分析として「プロジェクト分析」、都市での特定機能・

用途の開発手法として「特定開発方策」、都市活性化を図るプロジェクトとして「ウォーターフロント

開発」。経営学では投資判断指標となる「不動産ファイナンス」と商品化計画に「マーケティング」に

分類した。 

都市（プロジェクト）利用について「比較分析」は立地選定における比較優位と判断として「立地
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論」、オフィス立地選定について「オフィス立地」、経営学では国家・地域レベルからの都市の競争・

優位戦略として「戦略」に分類した。「特性分析」は特定地区の調査として「地区調査」、経営学から

は施設と経営資源（人員、資産、資金）の有効利用を判断する「ファシリティ・マネージメント」（以

下ＦＭとする）に分類した。 

 既往研究の分析軸と分類を図2-3に示す。 

 

本研究の位置づけ

民間開発者の観点

ヒアリング手法

研究分野

都市経営の分析軸

都市経営
（都市発展に関わる項目）

経営学

開発手法

開発制度

PPP

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ分析

特定開発方策

開発協調

開発調整

ﾌﾟﾗﾝﾅｰ等

住宅等開発

立地論

地区調査

ｵﾌｨｽ立地

都市開発型
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

推進

都市（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
利用

都市経営 都市経済学

不動産ﾌｧｲﾅﾝｽ

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

戦略

ﾌｧｼﾘﾃｨ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝ
ﾄ

ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ開発

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
外部性

関連制度
体制

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
内部性

企画・開発
手法

比較分析

立地・空間
相対評価

特性分析

立地構成
要素の分析

都
市
開
発
型
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ロ
ジ
ェ

ク
ト
の

推
進
方
策
の
検
討

開
発
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
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間
開
発
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と

変
化
の
分
析

開
発
と
利
用
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連

都市計画

分析の観点

既往研究の分類

 

図2-3 既往研究の分類と位置付け 
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2-3-2 既往研究からの本研究の位置付け 

 

本研究の位置付けについては以下５点の特色がある。 

 

①都市計画と経営学の観点を融合 

経営学とは民間の観点の導入であり、収支、商品化計画、戦略立案等の民間経営に関する企画技術

を都市経営に移転している。 

 

②開発推進と利用の両面を関連 

 都市開発型プロジェクトを取巻く開発（供給）と利用（需要）の両面および相互の関係に着目して

いる。開発に関する都市開発型プロジェクトの推進手法の研究はなされつつあるが、需要に関するプ

ロジェクト自体の市場性･競争力を分析した研究を関連させたものは少ない。 

  

③民間開発者等の評価をヒアリングにより分析 

 既往研究の少ない民間開発者等の特性・動向についてヒアリング手法により企業の経営判断を詳細

に分析している。 

 

④既往研究における都市開発型プロジェクトの推進の観点から横断的に統合 

既往研究はプロジェクトの外部性と内部性に区分できる。本研究では都市開発型プロジェクトの推

進方策を目的とする目的的な観点からプロジェクトの内部性と外部性を横断的に統合している。 

 

⑤既往研究における民間の都市の利用評価として比較分析と特性分析に横断的に統合 

既往研究は都市の利用の比較分析と特性分析に区分できる。本研究では民間の企業本社移転の分析

をもとに、立地の比較およびスケール別による特定立地の特性把握の両面から民間企業による利用の

背景と理由を分析している。 

 

 本研究は既往研究の少ない民間開発者からの視点を持ち、研究手法に経営学を導入している。都市

開発型プロジェクトの推進（供給面）と利用（需要面）について民間開発者等へのヒアリング評価を

基に、都市開発型プロジェクトの促進にむけた具体的方策を立案する実務的研究に位置付けられる。 
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2-3-3 既往研究の内容 

 

1）都市開発型プロジェクト推進におけるプロジェクト外部性関連の既往研究 

 

①開発制度 

 開発制度とオフィス開発の関連について村山ら 1,2）（1997、2000）の研究がある。森田 3）（2000）は

再開発地区計画において容積緩和のインセンティヴ効果を検討している。再開発事業について水口４）

ら(1984)は再開発事業評価を、高見沢 5）（1992）と近江ら６）（1995）は再開発事業のスキームを、慎

ら 7,8)（1995,1997）は再開発プロジェクトと周辺への効果を、土岐ら 9)（2001）は立体道路事業制度

を組み入れた再開発事業を、福川ら 10)（1995）はまちづくり会社の活用での再開発事業をそれぞれ研

究している。大野 11)（1997）はアメリカの土地利用規制を、水口 12)（1997）は既成市街地の民間開発

誘導方策として再開発地区計画および開発制度に関する著作がある。 

 

②開発協調 

 民間開発者と公共・コミュニティの協調についてアメリカでケース・スタディとしてプロジェクト

のヒアリングにより研究がなされていた。Frieden ら 1､2）（1987､1990）により開発協調の仕組み、公

的投資と民間投資の割合・役割分担についてそれまでの研究が取りまとめられた。関連してコミュニ

ティ参加のプロジェクト推進がU.S. Department of Housing and Urban Development3）（1984）、ULI-the 

Urban Land Institute（以下 ULIとする）4）（1985）により先駆的になされていた。海外を含む開発

関連の事例調査として張ら 5)（2001）、外尾ら 6,7)（1993,94）、城所 8)（1991）、池上ら 9)（1989）が挙

げられる。福本は 10～16）（1993～97）においてアメリカでの公共と民間開発者との協調を取りまとめて

いる。篠原 17)(2001)は都市開発における公共による応分の資金負担の必要性を論じている。協調の事

例をまとめた著作としては海外事例について小林 18)(1994)、豊中方式などについて秋本 19)(2000)があ

る。 

 

③Public-Private Partnership 

 上記②のうちバブル期において民間活力の導入が検討された経緯を取りまとめる。日本経済新聞社

１）(1983) 民活プロジェクト研究会（著） 建設大臣官房政策課 民間活力企画室 2) (1987) , 通商

産業省産業政策局民活推進室 3)(1992), 日米合同シンポジウム 4)(1989), 都市計画学会 特集論文

v146 5)(1987)により検討された。 
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④開発調整 

 都市開発については関与する関係者の利害関係（Stakes）についての調整が必要である。特に日本

においては土地の所有権が自由な土地の利用権と解釈されており開発調整は開発の課題となることが

見られる。本件について四谷を事例とした田口 1）（2002）、ゲーム理論により分析した秦 2）（2002）が

挙げられる。開発の許認可にも同様の調整が必要で、馬ら 3)（2003）と陳ら 4)（1985）の研究が挙げ

られる。藤田 5)（1993）に大型開発における利害関係者調整をMixed Interestという概念で取りまと

めてその結果の開発をMixed Interest Developmentとしている。 

 

2）都市開発型プロジェクト推進におけるプロジェクト内部性関連の既往研究 

 

⑤開発手法 

 都市の運営に影響を及ぼす大型プロジェクトのプロジェクト推進手法として Comprehensive 

Planning（柔軟性を持ったマスタープラン推進）に類似した提案が大野１)（1992）とエバンス 2）（1992）

により取りまとめられている。五十嵐と小川 3,4）（1993,2002）は都市計画と開発推進を利権と影響か

ら推進手法への警鐘を行っている。加藤 5）（2001）はプロジェクトのフェーズ（段階）別の計画論を

取りまとめている。Buckley６）（1990）はプロジェクトにあるべきデザインの概念と統合手法をまとめ

ている。 

 

⑥プロジェクト分析 

 大村 1,2）（1995）は大規模プロジェクトの分析からプロジェクト推進におけるの問題点、課題につい

て実務から分析を行っている。上田 3）（1994）は民間主導で行った大型再開発である大阪ビジネス・

パークの分析がある。アメリカを主体に海外のプロジェクトの分析として川合 4)（1995）、藤本ら 5）

（1991）、北沢ら 6）（2002）、外尾ら 7）（1996）の研究がある。さらに事業再生研究機構 8)（2002）によ

る企業破綻等の要因で未稼働となる施設の再生事例集がある。 

 

⑦特定開発手法 

 都心地区の開発手法について Paumier1)（1988）と Basile ら 2)（1980）の著作がある。商業施設開

発としてULI3)（1985）、文化施設開発としてULI 4)（1985）がある。都心における都市観光と複合商業

の拠点としてフェスティバル・マーケット・プレイスがある。これらの開発分析として田口 5)（1988）

窪田 6)（1998）、さらに都心エンターテイメント開発として ULI7)（1994）、Guskind ら 8）（1988）があ

る。 
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⑧ウォーターフロント開発 

⑤と⑦の重複する開発としてウォーターフロント開発を特に取り上げる。ウォーターフロント開発

は都市観光と都心再生の両面を目的としたもの、新しい都心の拡大エリアとしたもの、大型拠点開発

（コンベンション会場など）に分類される。これらは都市経営に大きな影響を及ぼす開発プロジェク

トである。そのため現在では開発事例が少ないが開発経緯と知見が活用できるため参考とする。 

ウォーターフロント開発手法を統括した文献としては、レン 1）（1986）、日本開発銀行都市開発研究

グループ訳著 アメリカ商務省 2）（1987）、横内憲久＋横内研究室 3）（1989）がある。大型ウォーター

フロント3開発の事例調査により、大規模な開発ほど開発期間が長くなるメカニズムを内包するとい

う知見を示した Gorden4）（1994）の論文は事業推進上の重要な発見である。拙稿ではウォーターフロ

ント開発の戦略をマーケティング手法によりまとめた 5)（1990）および日本型開発戦略として共著と

して 6）（1991）、7）（1991）、ロンドンでのカナリー・ワーフ開発でのバブル崩壊と開発変更について 8）

（1993）、9）（1991）がある。ウォーターフロント開発事例、デザイン事例については月尾ら 10）（1984）、

ズンカー11）（1990）、泉ら 12）（1984）、石澤 13）（1987）、ベンジャミン・トンプソン・アソシエイツ 14）

(1984)、Breen ＆ Rigby15）（1996）がある。 

 

⑨不動産ファイナンス 

 都市開発への投資の判断基準として「不動産ファイナンス」がある。Jaffe１）（1982）による著作が

体系的に網羅している。 

 

⑩マーケティング 

 ある一都市を都市群の中で優位性を発揮させるには、マーケティング手法により市場を分析

（Segmentation）し、対象先（Target）を決定し、位置付け（Positioning）が必要となる。これらを

総括しているのが Kotler1)（1988）の教科書的な著作である。あわせて事例・戦略についてのマーケ

ティング応用 2,3)(2000,2003)もある。 

 

3）都市（プロジェクト）利用における比較分析の既往研究 

 

⑪立地論 

 立地を交通体系から分析した渡邊 1）（1975）の先駆的研究がある。経済学者として著名なクルーグ

マンと藤田昌久ら 2）（2000）は国際貿易に関する都市と地域の立地論を分析した。空間経済学として

定義されており都市経営学の側面もある。神頭 3）（2001）は都市と地域の立地モデルの理論と応用を、

マッカン４）（2002）は産業立地を、伊藤正昭 5）（2003）は産業の地域化に向けた著作がある。 
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⑫オフィス立地：民間企業によるオフィス立地評価と移転 

 オフィス立地に関する調査は都心でのオフィス集積分析の先駆として安田 1）（1970）があり、本社

立地とコミュニケーション・コストの関連から水鳥川 2）（1987）の研究と都市計画学会への 3）（1991）

特集論文がある。金ら 4）（1991）は土地利用変遷をモデル化し、宗本ら 5）6）（1974、77）は財務指標

による民間企業の事務所移転の判別分析と施設立地特性分析を行った。 

費用を指標とした立地・移転分析として小川ら 7）（1988）は大企業情報処理部門の郊外移転を、田

中ら 8）（1991）は社会コストを指標とした移転を、田頭 9）（1994）は通勤と業務交通からみた最適な

オフィス分布を、松村ら 10）（1990）はサテライトオフィスの立地を、小田ら 11）（1987）は研究所の立

地要因と地方立地についての研究がある。 

首都圏では、石坂ら 12）（1999）圏内移転市場構造の時系列変化を、西村ら 13）（1991）はオフィスの

集積状況と分散政策を、村上ら 14）（1994）オフィス・住宅立地選好を軸に分析し、依田ら 15）（1994）

東京都心と新宿副都心との業務立地特性の比較を行っている。 

前述のクラスターに関係する研究として、伊丹ら 16）(2000)による企業の立地動向、国土庁計画局大

都市圏計画課 17）（2000）による IT 産業の集積調査、東京商工会議所 18）（2000）による渋谷とデジタ

ル系企業調査、湯川 19）（2000）年 によるネット企業の集積調査、太田 20）（1990）による通信技術の

発達と企業のオフィス立地の研究がある。具体的な賃料データを基に企業の価値判断を推し量りの移

転動向を分析したものに 竹内 21）（2001）の市場賃料推計モデルがある。ハリファックス･アソシエ

イツ、NＴＴファシリティーズ講演 22）（2000）では調査結果として東京都心での企業のオフィス立地

条件が提示された。 

 

⑬戦略論 

 マーケティングから始まり戦略論に位置付けられるPorter1)～8)（1987～2000）は競争における「優

位性」について研究・著作がある。以下の3点において「優位性」が都市経営に応用できる。 

a）差異（特色）に着目した 

b）Value Chainと呼ばれる物流・企画・生産のプロセスを一体に捉えた 

c）クラスターと呼ぶ関連企業を含めた産業集積を産業の優位性として提示した 

 さらに、国家レベルでの競争についても言及している。なお国家レベルでの競争と協調については

サロー9～10)（1996、1999）の研究も都市経営において参考となる。 
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4) 都市（プロジェクト）利用における特性分析の既往研究 

 

⑭地区調査 

 地区の調査として都市の開発動向、利用動向、政策などについて詳述しているものが、サンフラン

シスコについてジェイコブス 1）（1998）、横浜について、田村ら 2）（1978）、東京都心について、依田

ら 3）（1999）、大手町・丸の内・有楽町地区について黒川ら 4）（2001）と福澤 5）（2000）、の著作および

（社）日本都市計画学会 6）（1996）の委託研究がある。都市単位として、富山市について蓑原敬ら 7）

（2000）、ケンブリッジ地区について Kriegner 8）（1985）、東京都について伊藤滋 9）（2000）の地区

調査と提言が有用である。 

 

⑮ファシリティ・マネージメント（ＦＭ） 

 ファシリティ・マネージメント（ＦＭ）についてはFM推進連絡協議会編 1）（1998）が教科書的にま

とめられている。 

オフィス内部の環境および利用についての研究がなされている。オフィスの活用方策として仲ら２）

（2002）は面積の指標値を、森ら 3）（2002）は平面構成，ワークスタイル，交流行動を、三浦ら 4、5) 

（2001,2）は室内環境と快適性についての研究がある。 

オフィス空間の品質として、合原ら 6）（2001）は知覚空気質を、稻沼ら 7）（2002）はタスク・アン

ビエント照明方式の光環境を、黒澤ら 8）（2001）はエレベータバンク構成に関する数理モデルの研究

がある。 

オフィス変更に伴う評価として、下田ら 9）（2000）分析手法の提案 があり、大森ら 10）（1996）居

住後の快適性の検証システムについての研究がある。 

実務に立脚した事例をオフィスへの投資と費用対効果の尺度で分析した柳父 11）（1997）の論文があ

る。 

 

5)都市経営関連の既往研究 

 

⑯都市経営 

都市経営に関する論文で端緒となるのが河野ら 1）（1972）である。アメリカでは60年代から研究が

あり、集約されたものが Levitt  Editor  2）（1988）である。それ以前には、社会・都市政策として

Kaplan ＆ Cuciti 3）（1986）、スラム・クリアランスと都市計画についてAndersen 4）（1964）、都

市の成長管理についついて Burrons 5）（1978）、都市投資について Feagan 6）（1983）があり、都市

の政策としてCity of Boston 7）（1987）があり、都市の収入確保についてMeitsner 8）（1971）の著

作がある。 
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 日本では、今後の社会変動に対応し、牛嶋 9）（1999）による政策提案、吉原 10）（2000）による自治

と分権政策、山崎 11）（2003）による経済効果分析がある。都市計画関連では蓑原 12）（2003）の提言、

細野 13）（2000）による福祉・商業・教育へのソフト化、井上裕 14）（2001）による費用・効果分析が

ある。八田 15､16）（2001,3）も新聞紙上で都市居住と都市再生の経済効果の論述がある。 

観光開発も都市経営の現われとして橋爪 17､18）（2002､3）で産業として都市観光をとらえている。観

光開発と都市の再生として橋爪ら 19）（2003）、前田編 20）（2003）、山上ら 21）（2003）、坂上ら 22）（2000）

の著作がある。 

 

⑰都市経済学 

 経済学の中でも都市を対象とした「都市経済学」の研究が近年進んでいる。その内容は多岐にわた

り、経済的なモデル化、投資効率・効果（効用）、集積・立地、財政・租税、住宅整備、公共施設整備、

土地利用、地価などの分野を対象としている。トムソン 1)(1971)は都市経済学の初期に取りまとめた。

Fujita（藤田）2)（1989）は住宅立地、地代、土地利用について体系的に分析し「空間経済学」を提

案している。佐々木 3)（2000）はモデル化、ゾーニング、租税と地方財政、企業立地について分析し

ている。田中４)（1983）は受益者負担と租税について、宮尾５)（1995）は投下資本効率について、金

本６)（1997）は政策課題に焦点をあて土地利用、住宅、公共投資について、金倉７~９)（1988、91、94）

は東京を主体に東京集中問題および時系列比較、ニューヨークとの比較を行っている。都留 11)（1990）

と岩田 12)（1992）はバブル期の地価高騰と都市計画について取りまとめている。 

 

6)民間開発者に関する都市計画調査 

 民間開発者に関する既往研究として日本建築学会と日本都市計画学会の関連の論文等として以下の

ものが挙げられる。 

 

⑱住宅開発等 

 

⑲プランナー等 

 

既往研究文献の詳細については巻末に掲載している。 
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■補注 

 

注１）促進（Promotion）とは製品を企画・製造した上で需要を呼び起こす行為をさす。プロジェクト

の推進は Project Development として扱う。本論文で促進はプロジェクトの企画立案において

需要に対応したプロジェクト（製品）造りとそのプロジェクトの速やかな推進の両面を指してい

る。 

 

注２）不動産ファイナンスを研究する学部として不動産学部が欧米にある。ビジネス・スクールの一

部として位置付る大学と都市計画の一部として位置付る大学に分かれる。 

 

注３）ファシリティ・マネージメントについては人間学の一部としてコーネル大学が著名である。 
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第３章 民間開発者の特性と変化 

 

3-1 はじめに 

 

3-1-1 本章の目的 

本章は第4章から第６章の分析の前提として民間開発者の特性と変化を把握するのが目的である。

バブル崩壊後での民間のうち民間開発者の動向変化を探るためヒアリング・アンケートによる概要調

査(1998年 10月～1999年1月：11社)と詳細調査(2002年 3月,5月：34社)を行った。これらのデー

タは第４章、第５章の課題抽出にも活用している。第６章は民間による開発プロジェクトの利用とし

て本社移転調査（2000 年 1月～2001 年 7月：73社）を行った。これらの調査について対象企業、手

法、内容についてとりまとめた。調査対象の定義と分類を示す。 

 

3-1-2 民間開発者の分類と公共・コミュニティの定義 

 民間開発者を含む民間の役割を下記の２種類に整理し、民間開発者を３者に分類した。 

①都市の利用者として 

民間企業は、最適な立地、最適なオフィスをテナントや所有者として経営上選択し本社・事業所・

支店などの移転を行う。関連企業の集積や来訪者の誘発効果もある。都市の利用者である民間企業の

選好性・経営判断が都市の中でも中心業務地区である都心の変化の一因となる。 

 

②都市の開発者として 

開発プロジェクトに関連する民間企業は、不動産、金融、ゼネコンなど多様である。特にプロジェ

クト推進にかかわる民間を「民間開発者」と定義する。民間開発者をプロジェクトの段階別（以下 フ

ェーズとする）によりディベロッパー、オペレーター、インベスターの3者（以下3者とする）に分

類した。（図3-1）ディベロッパーは主に開発フェーズを担う不動産開発会社や一部のゼネコンが相当

する。オペレーターは運営フェーズを担う商業やホテル運営会社やオフィスの管理運営委託を請け負

うビル管理会社などが相当する。インベスターは投資を主とする機関投資家（生命保険、投資銀行）

や不動産ファンド会社が相当する。 
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Ｂ．目的 Ｃ．専門能力

・開発利益の確保
・用地の持つポテンシャル
　の具体化

・開発法規
・関係者（地権者・行政）
　調整
・ファイナンス
・土地評価
・開発企画とﾌﾟﾚﾘｰｼﾝｸﾞ

Ⅱ
･
１
テ
ナ
ン
ト

　
　
　
リ
ー

シ
ン
グ

・収益を得るための
　ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰの確保

・ﾃﾅﾝﾄ内容の見直し
　・賃料改定
　・仲介業者
　・ﾃﾅﾝﾄ入替

Ⅱ
･
2
施
設

　
　
　
運
営

・施設の競争力確保のため
　ﾊｰﾄﾞ（施設）とｿﾌﾄ
　（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ）の両立

・施設管理
　（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ）
・施設更新
　（ﾘﾆｭｰｱﾙ）
・ｲﾍﾞﾝﾄ企画

・立地創造による
　ｷｬﾋﾟﾀﾙｹﾞｲﾝ（土地・建物）
　を売却により実現
・（再開発の場合は
　　開発段階に戻る）

・収益力評価
・物件評価
・ﾃﾅﾝﾄ移転等対応
・権利調整

A．フェーズ

Ⅰ
開
発

　
　
フ
ェ
ー

ズ

Ⅱ
　
運
営
フ
ェ
ー

ズ

Ⅲ
　
売
却
フ
ェ
ー

ズ

ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ
事業化・
施設開発・
ﾘｰｼﾝｸﾞ

オペレーター
施設の運営管理

ﾎﾃﾙ・商業の専門
運営

インベスター
投資会社

取得のうえ
管理運営し
売却

 

図3-1民間開発者の分類 

 

民間と密接な関係にある公共･コミュニティをプロジェクト推進における協調すべき相手先として

定義した。（図3-2）以下、民間、公共、コミュニティを三者とする。 

 

図3-2民間・公共・コミュニティの関連 

民間

ｺﾐｭﾆﾃｨ公共

開発者 利用者
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 公共は規制・誘導および公共投資の主体として定義する。コミュニティは地域の住民・勤務者およ

び利益関係者として定義する。これら二者と民間は都市発展の鍵となる大型開発プロジェクトで協調

する場合が多い。特に民間と公共の開発協調は公民協調（Public-Private Partnership）と呼ばれ大

型都市再開発などにおいて研究の対象となっている。 

 

3-1-3 民間開発者の変化分析のレベル 

本研究ではヒアリングにより民間における変化動向と背景・要因について分析する。民間をとりま

く変化のレベルについては以下の構成とする。 

 

①経済環境変化（マクロレベル） 

 経済動向により不動産投資への資金コストと資金調達が左右される。また、GNP が成長している段

階では投資資金量の拡大に伴い、不動産投資に向かう傾向が有り、不動産価格も上昇する。一般的に

欧米では、不動産投資ブームが経済循環に伴い約10年のサイクルで発生するといわれている。 

 

②経営判断の変化（メゾレベル） 

 会社固有の経済判断により、資産管理上の課題から投資行為は大きく変化する。経済の停滞期にあ

る現状では、不動産の借入金圧縮と資産健全化のため不良債権の償却・売却が行われつつある。 

 

③プロジェクト評価の変化（ミクロレベル） 

 投資による利潤の追求として、収益性をプロジェクト単位で判断する。判断の基準として、ＤＣＦ

法注1)によるＩＲＲ利回り（リターンおよび利回り注2)）、借入金返済の目安として投資回収法（単年度

黒字転換年次、累積損益回収年次、借入金完済年次）がある。なお、基準となる利回り水準や年次は

投資時期や建物用途、経済の動向により異なる。 
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3-2 ヒアリングの対象と内容 

 対象とする民間開発者はディベロッパー、オペレーター、インベスターに役割を区分した上で、そ

れぞれの業界で筆頭となる企業を抽出した。本社移転企業については東証一部上場相当企業で移転後

の面積が概ね3,300㎡（1,000坪）以上のものから抽出した。 

 なお、個別企業名の公表は差し控える前提で、詳細かつ企業経営の内部情報のヒアリングを行った。

そのため、本論においても企業名は開示しない。 

 

3-2-1 民間開発者の概要調査(1998 年10月～1999年1月：11社) 

 ヒアリングは98年10月～99年1月にかけて、代表的な不動産会社、金融機関、商業、ホテル及び

一般企業の不動産部門など、民間開発者11社の新規開発部門の役職者に対し実施した。内訳は金融２

社（生保、信託銀行）、物販１社（百貨店）、電鉄１社、ホテル１社、ディベロッパー２社、外資２社

（投資銀行）、設計・建設２社である。それぞれ各業界の筆頭となる企業である。選定の基準として、

都市開発型プロジェクトの開発に関与した実績のある企業とした。但し、外資については開発後の都

市開発型プロジェクトの取得を関与とした。 

 ヒアリング項目は投資に際し重視するポイント等、企業経営の変化および都市開発型プロジェクト

の評価である。ヒアリングの性格上、意見は社の代表意見ではなく、実務担当者が直面している課題

等を明らかにすることを目的に自由意見徴収という形で行った。 

 

3-2-2 民間開発者の詳細調査(2002 年3月,5月：34社) 

 企業は一部上場企業または相当企業（非

上場、海外市場での上場等）とし、企業は

ディベロッパー、オペレーター、インベス

ターそれぞれの業界の筆頭となる企業とし

た。調査先は新規投資案件の実務担当者と

した。アンケート先の構成を表3-1に示す。 

都心更新プロジェクトのフェーズ別リスクと想定される項目を事前にディベロッパー4 社、オペレ

ーター2社とインベスター3社、合計9社にヒアリングしアンケートの設問とした。アンケートは都心

更新プロジェクトの評価について2002年 3月と民間開発者としての変化について2002年5月の2回

にわけて郵送と E メールによる添付ファイルにより配布し、郵送、E メール、Fax にて回収した。（3

社について異動などにより担当者の変更があった）40 社についてアンケートを依頼し 34 社より回答

を得た。（有効回答率85%）更に回答内容の背景と詳細について前記9社にヒアリングを行った。 

表3-1 アンケート企業の属性 

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 合計

ホテル
商業運営 生保・その他金融

うち不動産10 うちｾﾞﾈｺﾝ　５ 　 うち日系７ うち外資系５

7 34

ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ

不動産開発関連

15 12

銀行・投資銀行・信託

ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ
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3-2-3 民間の都市利用としての本社移転調査（2000年 1月～2001年7月：73社） 

本社移転の理由について、各企業にヒアリングを行った。企業の経営情報に関わるため、先方の守

秘義務範囲を尊重し、得られた情報については本研究への活用を限定してヒアリングを行った。対象

企業と本社移転の定義は以下のとおりである。 

 

①対象企業と移転時期 

 企業の属性は東京証券取引所一部上場及び外資についても海外市場でこれに順ずる企業とした。但

しIT関連企業については業種自体に歴史が浅く成長中の企業も多いため店頭公開企業も含めた。移転

時期については97年移転完了から2001年 7月までに移転計画が確定している73企業を対象とした。 

 

②移転エリアの設定 

 移転エリアは東京都心を主体に東京23区とするが、首都圏の主要都市についての転入と転出に該当

する移転も含んだ。 

 

③本社移転の定義 

 事業部制をとる企業の場合は、本部として分化している拠点も本社として扱った。ヒアリング先は

社内検討組織としての選任の移転委員会（４９件）、ファシリティマネージャーの統括するファシリテ

ィ・マネージメント・チーム（９件）には担当実務者に直接ヒアリングを行った。コンサルタント（７

件）として参画した設計事務所、ゼネコン、テナント仲介業者についても企業の判断について実務担

当者に直接ヒアリングを行った。総務部所管（８件）については経営リストラによる移転が多く、有

価証券報告書等の会社経営の報告書および工事関連ゼネコンへのヒアリングとした。移転の原因と理

由を表3-2に基づき、ヒアリングを行った。 

 

表3-2 企業本社移転ヒアリングの分析の軸 

評価面 Ａ．財務
（コスト・投資）

Ｂ 効率
（ビル・立地の質）

①資産の入れ替え ①狭隘化

②賃料負担 ②老朽化
①賃料支払いの低減 ①オフィススペースの品質
②運営コストの低減 ②ビルの品質

③街区の品質
④オフィスセンターの品質

2.移転の目標

1.移転の原因
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3-3 民間開発者の概要調査結果：1998年10月～1999年1月 

 民間開発者の動向変化の分析として、投資に際し重視するポイント等、企業経営の変化をヒアリン

グした。一般に、民間開発者は営利を目的とした法人であり、他の公共、地元と違い、法人として合

理的と考えられる判断基準があると考えられる。一般に民間（企業）は経済環境の影響を受け、業界

および各企業経営方針の変更がなされる。その結果、投資方針、組織の変更が行われる。投資方針と

組織の専門性・人員の両面から具体的投資プロジェクトの取組方針や本社の移転方針が決定されると

考えられる。 

ヒアリングの結果を表３－1に示す。まず、投資判断の変化、企業スタンスに関しては、「本業回帰」、

「選別性」、「資産リストラの進行」、の3つの項目を抽出することができた。（表3-3） 

 

表3-3 民間開発者の動向 

業種 1本.業回帰 2.選別性 3.リストラの進行

Ａ．金融①
・販売力と運用力の両立
・不動産も利回り確保必要

・都心立地のﾄﾛﾌｨｰﾋﾞﾙ
・大型、単独、オフィス

・現所有ﾋﾞﾙの一部売却と優良物件
との入替え

Ｂ．金融② ・仲介等フィービジネス特化
・パートナーリスクなく、テナントの見
込める案件
・リースに近いスキーム

・不動産関連の貸し出しを縮小
・サブリース等の見直し

Ｃ．物販
・デパート専業
・ＳＣ等は行わない

・郊外で交通がよく商圏人口の多い
立地

・売上げ低下店の対応

Ｄ．電鉄
・関連グループのノウハウ 活かせる
案件

・駅周辺で安い案件
・用途は多様

・現保有物件の売却
・再活用、賃料対応

Ｅ．ホテル
・需要低迷
・新規投資凍結

・足元回り重要
・業務地に付帯して進出

・海外所有資産の売却
・外資ホテルとの提携

Ｆ．デベロッパー① ・ディベロッパーとして開発推進
・大型開発に特化
（大都市都心限定）

・老朽ﾋﾞﾙの売却検討

Ｇ．デベロッパー②
・ディベロッパーとして開発推進
・ﾌｨｰﾋﾞｼﾞﾈｽにも展開

・優良物件の開発、売却 ・借入金削減のためのﾘｽﾄﾗ

Ｈ．外資① ー
・優良物件の購入
（主に都心）

ー

Ｉ．外資② ー
・優良物件の購入
（ｸﾗｽBｵﾌｨｽ以上、　　地方中核都市
以上）

ー

Ｊ．設計・建設① ・資産運用、不動産ｺﾝｻﾙ展開 ー ー

Ｋ．設計・建設②
・業績低迷
・不動産新規投資凍結
・ﾌｨｰﾋﾞｼﾞﾈｽ試行中

ー
・海外所有資産の売却
・人員削減

Ⅰ.企業の動向
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 それぞれの項目の内容は以下のとおりである。 

 

①本業回帰 

 景気低迷下、ヒアリングした各企業とも競争力のある本業にシフトを見せている。自社の資質を生

かし、さらに現在の市場を深耕する方針が見られる。その反面、自社が優位に立てないと考えられる

市場への参入は控える傾向にある。更に今後新しい市場と見られる不動産コンサルタント、売却取引

の代行等のフィービジネスへの市場開拓も見られるが、あくまでも本業のノウハウを活かしての展開

である。 

 また、外資系は、ファンドの運用であり、あくまで収益物件（稼働中の不動産）の取得を目的とし

ており、開発用地や開発前の案件の取得意向はない。 

 

②選別性 

 現在の経済動向においても、各開発者の投資意欲は依然残っている。但し、外資系を除き、本業回

帰に合致し、しかもリスクの少ない優良な案件に限られている。この選別性の根元は、各事業者での

リスクとリターン注１）の検証が十分になされ、プロジェクトの審査が厳しくなっていることによる。今

まで以上のプロジェクトリスクの回避が求められている。ただし、外資系は、リスクに見合うリター

ンがあれば検討する、とあり、判断が国内企業と分かれた。 

 

③資産リストラの進行 

 経済の低成長と企業間競争を受け、本業回帰に整合した部門以外の整理統合もあり、各開発者とも

保有不動産をはじめとする資産の整理（資産リストラ）を進行させつつある。内容は、借入金を減ら

す目的での稼動不動産の売却と資産上の不良債権圧縮のため、未稼動及び低収益案件の売却が行われ

つつある。 

 



32

3-4 民間開発者の詳細調査結果：2002年3,5月 

前項の分析に関連し詳細な調査として、民間開発者のバブル前後（92 年以前、以後）における開

発にかかわる役割、用途選好性、投資評価の変化を３者毎に分析した。その結果以下の２点が明らか

となった。 

 

1)開発フェーズからの撤退とオフィス開発の選好

性 

 92年以前においては、ディベロッパーのみなら

ずオペレーター、インベスターによる自社での新

規案件開発がなされていた。調査の結果92年前後

において開発フェーズからの撤退注3）が10社あっ

た。現在取れるプロジェクトリスクの評価として

オフィスと複合開発との選好性と関連し位置付け

たのが図3-3である。 

 

オフィス用途が複合用途（都心更新プロジェクト）よりも志向される割合をオフィス選好性とした。

オフィスを優先する回答を＋１、どちらでもよいを０、複合開発を優先するを－１と評価した。算式

はオフィスを優先する（％）から複合開発を優先する（％）を差し引いたもので、結果を表3-4に示

す。 

ディベロッパーの撤退はゼネコ

ンのみであり、不動産からの撤退

はない。開発機能の特化、伸長を

目指す企業がゼネコン1社、不動

産3社見られた。用途選好は中立的である。オペレーターは商業・ホテル運営のため複合開発を選好

し、開発からの撤退が多く、テナントによる出店に特化する傾向がある。インベスターはオフィスを

選好し、開発からの撤退も日系に多く稼働中のオフィス取得を志向している。図3-3に示すとおり、

ディベロッパーは広い用途の開発を図るが、インベスターは開発済のオフィスの取得、オペレーター

は開発済の複合開発へのテナント入居と三極化している。開発フェーズへの関わりと用途選好の面か

らディベロッパー、オペレーター、インベスターの役割分化が進みつつある。 

  

図3-3 開発撤退と開発機能からみた開発者の位置付け 

　

　

　 　

ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ
関連機能拡大
と開発撤退に

二分化

機能

用途選好

ｵﾌｨｽ開発 複合開発

開発
機能

開発
撤退

ｵﾍﾟﾚｰﾀ
複合開発選好

運営特化

ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ
日系の
撤退

表3-4 開発フェーズからの撤退とオフィス選好性 

ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ 三者合計
13% 43% 42% 29%

オフィス選好性（％）（①－③) 20% -43% 50% 18%
①ｵﾌｨｽを優先 33% 14% 58% 38%
②どちらともいえない 53% 29% 33% 41%
③複合開発を優先 13% 57% 8% 21%

内訳

撤退割合(％)
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開発フェーズからの撤退理由（複数

回答）として、前項調査と同様の結果

が見られた。経営資源（資金、人材、

専門能力）を不動産開発以外の本業に

回帰させる動向が見られる。資産として不動産の位置付けは低下しており、ポートフォリオの中で不

動産の占める割合を低下させる動向が見られた。さらに投資実績の課題（保有不動産の含み損、利回

りの低下）から既存開発案件の流動化に向かう意向が強く新規投資は回避傾向にある。（表3-5） 

 

2)投資の短期化とDCF法 

 バブル前後での投資判断の変化をと

らえる方法として、投資評価方法と投

資回収期間について項目毎の割合の変

化〔バブル後の割合(%)-バブル前の割

合(%)〕を表3-6にとりまとめた。 

 投資評価方法は銀行からの借り入

れ資金の返済（間接金融）を見る投資回収法から他の投資案件である債券、株式などとの利回り比較

が可能なDCF法注２）を主体とした評価に転換しつつある。投資回収に用いられる期間は30年以下と長

期であったのが現在では10年以下と短期化している。以

上の結果より、不動産を資産として自社で開発し長期保

有する方針から、ディベロッパーは開発し、その後稼働

物件としてインベスターに売却し短期で期間収益を上げ、

インベスターは再度流動化を検討する方針に転換しつつ

ある。オペレーターはテナントとして運営に特化しつつ

ある。運営資金調達も収益力を基とした不動産証券化な

どの直接金融が起こりつつある。不動産投資は実物投資

として独自の位置付けにあったが現在ではリスクはある

ものの比較的リターンの高い投資案件のひとつと位置付

けが変化しつつある。（図3-4） 

 

 

 

表3-5 開発フェーズからの撤退理由（複数回答） 

ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ 三者合計
経営資源の本業回帰 100% 100% 80% 90%
ポートフォリオの見直し 50% 67% 80% 70%
投資実績の課題 0% 33% 100% 60%
その他 0% 0% 20% 10%

表3-6 バブル前後の投資評価方法と期間 

ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ 三者合計

DCF法 46% 7% 17% 27%
投資回収法 -58% -7% -17% -33%
直接利回り 12% 0% 0% 5%
10年以下 20% 0% 42% 24%
20年以下 33% 43% 8% 26%
30年以下 -53% -43% -50% -50%

投資変化の割合

投資方法

投資回収
期間

図3-4 投資変化の動向 

　

　

　 　

長期
間接金融

短期
直接金融

投資判断

投資期間
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回収
法

DCF
法



34

3-5 民間開発者の特性 

 バブル（1992年）前後における民間開発者の動向を経済と不動産投資のデータから更に詳細に特性

を分析する。 

 

3-5-1 経済環境の分析 

 表 3-7 に示すとおりバブル（1992 年）前後では経済状況として1985 年からのGDPの実質成長率が

４％を越える伸びとなっていた。（４％／年では17.6年間程度で、５％／年では14.2年で経済規模は

倍増）これに伴い地価は1986年から高騰を始め三大都市圏では公示地価が1988年には46.6％の上昇

となった。 

表3-7バブル（1992年）前後の状況まとめ 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

名目（兆円） 262 275 286 306 327 342 357 382 410 442 470 482 486 492 499 512 523 517 509 513 507 500

対前年比（％） 7.3% 5.0% 4.3% 6.7% 6.9% 4.6% 4.3% 7.3% 7.3% 7.7% 6.3% 2.6% 0.8% 1.1% 1.4% 2.6% 2.2% -1.2% -1.4% 0.8% -1.2% -1.5%

実質（兆円） 319 329 336 349 365 376 393 418 440 463 478 483 484 489 499 516 525 519 520 534 537 537

対前年比（％） 2.8% 3.2% 2.3% 3.8% 4.6% 2.9% 4.4% 6.5% 5.2% 5.2% 3.3% 1.0% 0.3% 1.0% 1.9% 3.4% 1.8% -1.1% 0.1% 2.8% 0.4% 0.1%

三大都市圏 108 114 119 124 132 144 187 274 313 371 401 360 291 241 205 172 152 141 127 114 105 96

地方平均 106 112 116 120 123 126 130 136 147 169 197 198 187 176 166 156 148 140 131 122 113 104

全国平均 107 107 112 116 120 126 143 174 192 224 253 243 215 191 172 155 143 134 123 114 105 96

三大都市圏 8.0% 6.0% 4.0% 4.5% 5.8% 9.2% 30.1% 46.6% 14.1% 18.6% 8.1% -10.3% -19.2% -17.2% -14.8% -16.0% -11.5% -7.5% -10.2% -9.6% -8.3% -8.5%

地方平均 5.9% 5.7% 4.0% 2.8% 2.6% 2.5% 2.9% 5.4% 7.6% 15.4% 16.3% 0.4% -5.6% -5.9% -5.5% -5.8% -5.4% -5.1% -6.8% -7.0% -7.0% -8.1%

全国平均 6.7% 0.6% 4.0% 3.5% 3.8% 5.1% 13.4% 21.9% 10.3% 16.7% 12.9% -4.0% -11.4% -11.3% -10.0% -9.8% -7.8% -6.1% -8.1% -8.0% -7.5% -8.3%

標準建築指数 実勢 - - - - 100 98 97 105 108 122 132 157 147 125 117 113 119 111 108 107 106 -

賃貸延床（千㎡） 2,387 2,508 2,666 2,708 2,826 3,016 3,231 3,494 3,745 4,210 4,583 5,019 5,197 5,767 6,132 6,449 6,314 6,318 6,579 8,379 8,499 8,624

対前年比（％） - 5.1% 6.3% 1.6% 4.4% 6.7% 7.1% 8.1% 7.2% 12.4% 8.9% 9.5% 3.5% 11.0% 6.3% 5.2% -2.1% 0.1% 4.1% 27.4% 1.4% 1.5%

賃貸延床（千㎡） 1,875 2,125 2,627 3,094 3,515 4,051 4,860 5,465 6,156 6,638 7,339 7,779 8,003 8,205 8,621 8,664 9,279 9,742 9,660 8,866 8,873 -

対前年比（％） - 13.3% 23.6% 17.8% 13.6% 15.2% 20.0% 12.4% 12.6% 7.8% 10.6% 6.0% 2.9% 2.5% 5.1% 0.5% 7.1% 5.0% -0.8% -8.2% 0.1% -

累計件数 開始 - - - - 23 37 56 70 83 83 92 94 94 96 89 - - - - - -

当年度 14 19 14 13 1 9 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0

受託累計件数 * * * * * 159 407 732 1,106 1,468 1,824 2,053 2,171 2,224 2,280 2,328 2,372 0 0 0 0 0

当年度 * * * * * 159 248 325 374 362 356 229 118 53 56 48 44  0 0 0 0

残高件数 * * * * * - - - - - - - - - 1,146 1,411 1,402 1,406 1,407 1,371 1,323 1,263

合計 * * * * * * 222 441 1,125 1,178 1,230 715 599 343 51 246 117 180 930 711 863 -

その他（REIT等） * * * * * * 12 26 167 398 513 177 236 15 29 141 46 180 898 711 863 -

任意組合型 * * * * * * * * 82 71 131 340 245 128 22 105 71 32 -

信託型 * * * * * * 210 415 876 709 586 198 118 200 -

総資産（兆円） - - - - 57.3 59.1 60.9 62.6 64.3 64.6 64.2 63.6 62.8 61.6 60.4 59.0 57.6 56.5 55.4

対前年比（％） 3.1% 3.0% 2.8% 2.7% 0.5% -0.6% -0.9% -1.3% -1.9% -1.9% -2.3% -2.4% -1.9% -1.9% - - -

うち不動産（兆円） - - 2.4 2.7 3.2 3.8 4.5 5.6 6.6 7.2 7.8 8.4 9.0 9.4 - - - - - - - -

対前年比（％） - - - 12.5% 18.5% 18.8% 18.4% 24.4% 17.9% 9.1% 8.3% 7.7% 7.1% 4.4% - - - - - - - -

保有契約（兆円） - - 759 808 881 967 1,079 1,232 1,404 1,595 1,776 1,906 2,007 2,082 2,153 2,175 1,969 1,909 1,860 1,802 1,734

対前年比（％） - - - 6.5% 9.1% 9.8% 11.6% 14.2% 13.9% 13.6% 11.3% 7.3% 5.3% 3.7% 3.4% 1.0% -9.5% -3.0% -2.6% -3.1% -3.8%

①不動産会社の賃貸延床について１９８６年は１社推計値、有価証券報告書により調査、2000年より連結決算数字,1990年より転貸面積含む

②生命保険の賃貸延床について１９８７年から１９８９年については２社推計値、長銀他によるヒアリング調査

③社団法人信託協会「土地信託の受託状況」、「信託統計便覧」より作成

④新借地は１９８５年までデータなし、１99７年以降は一部売却も有り不明

⑤社団法人不動産シンジケーション協議会「不動産証券化ハンドブック2002」（2002年8月）より作成、ＪＲ不動産変換ローンおよび不動産特定事業法に該当しない事業は除く

　　1987年　小口化商品販売開始、95年4月不動産特定共同事業法・98年9月SPC法施行・2000年不動産投資信託（ファンド）が可能となる

⑥総資産、保有契約は金融庁、生命保険協会

⑦組織事例は新聞、決算資料　等から調査

⑧－：データなし、＊：ｽｷー ﾑが未確立

⑨標準建築指数は1985年100、年初の実績、建設工業経営研究会、建築統計月報より

土地信託

1975年から1985年の伸び率は0.2%/年

不動産
証券化商品

民間
生命保険

 

不動産会社
（大手３社）

生命保険
（大手３社）

平均３．８件/年

GDP

公示価指数：
商業地

1980を100

公示価変動率：
商業地

新借地
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 公的機関および民間銀行、不動産のから表4-8に示す需要予測が提示され、公共の見解が民間にオ

フィス開発を誘導するきっかけとなった。1985年の国土庁の予測がオフィス開発を先導し、次に1986

年の建設省予測によりさらに開発が誘導された。（表3-8） 

 

表3-8公的機関および民間のオフィス需要予測 

調査機関 調査時期 対象 オフィス需要量 うち新規需要 オフィス供給量 一人当り床面積
長銀 1986年7月 23区 86 ～ 2000 5,780 1,784 14.2 → 18.0
国土庁 1985年5月 23区 81 ～ 2000 8,610 5,140 10.5 → 17.0

都心3区 86 ～ 2000 3,876 - 14.3 → 20.2
１都３県 86 ～ 2000 17,231 8,032 -
都心５区 86 ～ 2000 4,167～4,567 1,300～1,700 1,800 ～ 2,200 17.0 → 25.3
23区 86 ～ 2000 6,120 2,196 2,820 ～ 3,070 13.3 → 18.0
全国 86 ～ 2000 40,500 14,760 12.0 → 15.0
全国（ケース1） 86 ～ 1995 50,813 - 20.5 → 23.2
全国（ケース２） 86 ～ 1995 58,040 - 21.1 → 26.5
都心3区 86 ～ 2000 3,143 810 24.6
都心５区 86 ～ 2000 4,353 1,470 24.6
都心5区 86 ～ 2000 4,292 1,412 -
23区 86 ～ 2000 6,079 2,155 -

期間

1986年3月

1986年3月

1986年7月

1986年5月

1986年10月

三井不動産

建設経済研究所

建設省

東京都

経済企画庁

-
-

2,740
14,557

-
-

-

967
1,243

12,328
18,429

 

 その後、1992年にGDPの伸びが鈍化し、公示価が対前年比マイナスになるにつれバブルの終焉を迎

えた。これに対し、建設投資については拡大し、1992年に建設工事費単価のピークを迎えた。建設投

資はプロジェクトとして予定されているものは止められないため遅行性があるためと考えられる。 

 

3-5-2 業界の動向 

不動産投資についてはバブル期のゼネコンによる「創注」（自らのプロジェクト開発による受注）を

目指した事例も多いが、ここでは保有不動産面積の上位を占める不動産会社と生命保険会社の不動産

投資について分析を行う。 

不動産投資については不動産会社の大手三社についても賃貸延床は1986年から1992年において拡

大しているがその前後に比べ顕著ではない。これは転貸（サブリース）という受託業務の面積も賃貸

延床に含んでいるため自社投資の面積変化が十分反映されていない懸念がある。 

 生命保険会社の大手三社はすべて自社投資のうち投資用不動産（不動産全体から自社利用の不動産

を除く）の面積である。生命保険は1982年以後、1992年（1990年を除く）までほぼ一貫し年間10％

を越える不動産の増加がある。1981年には生命保険大手三社は不動産大手三社の70％程度の規模であ

ったのが1991年には1.5倍の規模となっている。生命保険は資産運用として不動産への積極投資をバ

ブル前から行っている。さらにバブル後は資産増加が急減し 1999 年、2000 年には売却等による減少

という事態となっている。 

不動産投資の背景として保有契約高（保険金額の総計）が収入に関連するが1985年から1991年ま

で民間生命保険で 10％程度の成長を続けた。総資産（運用金額）についても 1990 年まで増加を見て

いる。その運用先として不動産は1984 年から 1994 年まで一貫し増加しており特に1984 年から 1989
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年は 10%を越える増加を見ている。（1983 年以前はデータの集計なし、1995 年以後は生命保険の会社

統合等でデータが欠落）生命保険会社は保険の加入動向により不動産投資を連動させる動きがある。 

 

3-5-3 不動産投資スキームの案出 

 バブル期においては開発各社にとり土地の取得が困難であった。地価上昇の場合、地主は売却より

も自ら開発を望んだからである。そのため生命保険会社は「新借地」という現在の定期借地に近いス

キームを1981年より開始した。その内容は 

①借地権を設定しない全額地代方式（地代率は相続税評価額の６％程度、当初は８％で国税通達に基

づく） 

②定期の借地（20年から30年 程度） 

③借地返還時に建物譲渡特約（時価、鑑定価格による） 

というもので地主も土地を売却せず、地価に連動した地価が享受できる生命保険会社独自のスキーム

となった。1987年から1990年にかけて年間十数件の開発となった。 

 信託銀行も「土地信託」を1986年から開始した。土地信託のうち賃貸型は土地を信託会社が信託を

受け建物建設の上、実績配当を行い一定期間後地主に譲渡するという新借地に類似したスキームであ

る。 

 さらに不動産の証券化では不動産小口化商品が1987年に開始され、2000年にはREIT（不動産投資

信託）の販売により本格化を見ている。 

 

3-5-4 機関投資家の事例分析 

 機関投資家（金融機関）に２社についてヒアリングを行った。両者とも不動産投資拡大の決定は地

価高騰が始まりほぼ２年経過後であるが、縮小決定は地価下落と同時ほぼ同時となっている。但し、

1990年の不動産総量規制に２年遅れている。組織についてはさらに遅れて再編がなされている。不動

産投資と経済変動における遅行性と組織の硬直性が見ら

れる。 

他の同業他社においても同時期に不動産の開発部門の

廃止、管理子会社への一括委託など不動産部門の縮小化

が顕著である。これは海外の同業会社でも同様であり、

自社による開発・管理・リーシングから自社物件の売却

と業務の外部委託に向かっている。 

機関投資家は「ディベロッパー」として不動産を開発

用地から開発する方式から、稼働中不動産（開発済み案

件）や稼働中不動産の証券化であるREIT（不動産投資信

開発用地
稼動中
不動産

REIT 不動産
ﾌｧﾝﾄﾞの組成

相対
（特定）

開発取得

流通
(市場）

図3-5 機関投資家の不動産投資の変容 
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託）を取得する「インベスター」に大きく変化しつつある。 

REITとのリスクとリターン（利回り）の対比を図るため実物不動産についても空室率、賃料に加え

需要増減（純需要：Absorption）注４）やビルのクラス分化による市場情報の完備注５）と不動産利回りの

情報化注６）および前提条件の確認注７）などが日本においても1995年以降なされつつある。（図3-5） 

 

3-5-5 民間開発者の変化 

前記の機関投資家の事例も含み、民

間開発者は分化しつつある。「経営資源

の本業への回帰」とあわせ「ポートフ

ォリオの見直し」、「投資実績の課題」

で利回りの低い不動産案件は流動化さ

れる傾向にある。ディベロッパー機能

からの撤退も見られる。都市開発にふ

さわしい事業を行う企業を育成する必

要がある。その萌芽には開発事業受託

としてコンサルティング能力を発揮す

る不動産会社、ゼネコンが「特化型」

として出現している。インベスターに

おいては利回りの低い不動産の取得と転売によるキャピタル・ゲインや証券化を目的とした不動産フ

ァンドの出現がある。オペレーターにおいてはビルの運営を包括受託するプロパティ・マネージメン

トの出現がありビルの所有と経営（ビル事業運営）の分離が進みつつある。 

以上の傾向は、旧来は図3-6上部に示すようにディベロッパー・オペレーター・インベスターとも

自社開発を基本としていたが、現在では図3-6下部に示すとおりそれぞれの役割への分化と企業の持

つ機能の特化が進行し、新規業種・業態の参入が見られる。これは欧米の不動産をとりまく状況に極

めて似ている。 

図3-6 民間開発者の分化・特化 
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3-6 まとめ 

 本章では民間開発者へのヒアリング（アンケートを含む）分析と経済・不動産投資分析により、以

下の２点の知見が得られた。 

 

第１に、 民間開発者は開発機能の低下があり、役割の分化と機能の特化にあわせ再編が見込まれる。 

 

第２に、民間開発者のプロジェクト評価は投資回収期間の短期化とリスクを見込んだ利回りに移行

しつつある。 
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■補注 

注１）ＤＣＦ法：投資・収入･支出等のキャッシュフロー（資金の流れ）を年度毎に金利で割り戻し、

現在価値で評価するファイナンス手法。 

 

注２）リターン：投資からの収益、収益率は利回りとする。 

 

注３）保有不動産の建替え、資産の入れ替えによる開発中案件の取得と行う企業であっても、新規開

発に消極的な方針であれば、開発から撤退に含めた。 

 

注４）Absorption：その地域の不動産の需要量としての純増・純減を表す。 

 

注５）生駒データサービス、三幸エステート等 

 

注６）ニッセイ基礎研究所、住信基礎研究所等 

 

注７）日本不動産研究所等 
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第４章 都市開発型プロジェクトの位置付け 
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第４章 都市開発型プロジェクトの位置付け 

 

4-1 はじめに 

 

4-1-1 本章の目的 

 バブル期には、ウォーターフロント開発を代表に数々の大型プロジェクトが進められた。現在、各

都市の自立と都市間競争の激化が進行する中、都市発展のエンジンとなる大型プロジェクトは、バブ

ル期よりも求められている。しかし現在の経済・社会状況では大型プロジェクト開発推進は非常に難

しい環境にある。本論では、都市機能を拡大・更新・転換していくプロジェクトを都市開発型プロジ

ェクトと定義し４類型に分類した。優先プロジェクトとして大都市都心部でのオフィス開発と比較し

都市開発型プロジェクトの民間による評価から特性を把握するのが目的である。 

 

4-1-2 都市開発型プロジェクト３類型の定義 

本章の調査データは民間開発者の概要調査(1998年 10月～1999年 1月：11社)として第３章に含ま

れる。そこでの民間変化として以下の3点が挙げられている。 

①本業回帰：競争力のある本業へのシフト 

②選別性：各開発者の投資意欲はあるが、本業回帰に合致しリスクの少ない優良な案件に限定 

③資産リストラの進行：未稼動及び低収益案件の売却 

このような状況のもと、都市開発型プロジェク

トの具体例として、都市開発型プロジェクトの４

類型のうち３類型にあたる①地方都心空洞化プロ

ジェクト、②大都市圏郊外オフィスパーク開発プ

ロジェクト、③大都市圏都心部大型再開発、の３

プロジェクトへの取組みについてヒアリングを行

った。それぞれの位置付けを図4-1に示す。なお

図4-1における都市開発型プロジェクトのうち更

新型は第５章で都心更新プロジェクトとして採り

上げる。 

 

①地方都市都心部空洞化対応プロジェクト 

 郊外との競合により空洞化（主要施設と商業施設の撤退）が進行しつつある地方都市都心部の再生

を図る目的の面的再開発プロジェクトである。商業、住宅、公共公益施設、駐車場、及びホテル、オ

フィス等の複合施設開発が想定される。都市都心部の賑わいを再生させることでは、アメリカの都心

再生型プロジェクトと共通性がある。特にアメリカでは都心部再開発の手法として歴史物の再活用や

図4-1 都市開発型3プロジェクト類型の位置付
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ウォーターフロントでの開発が見られる。（セントルイス、ジャクソンビル 等）我が国においても大

型商業店舗の閉鎖に伴う空洞化が近年見られる。（姫路、秋田、木更津 等） 

 

②産業転換としての大都市圏郊外オフィスパーク開発プロジェクト 

 製造業からR&Dやバイオテクノロジー開発等へ都市の基盤産業の転換を先導する面的な工場跡地や

埋立地の開発プロジェクトである。先端的な技術開発のため、中核となる企業や大学が中心となり、

連担した施設開発が行われる（MIT,スタンフォード等）。用途はオフィス、R&D施設、ホテル、大学等

が想定される。当面我が国での開発事例は少ないが、都市型観光産業をターゲットとしたコンベンシ

ョン施設を主体とした開発の幕張メッセが一つの事例となろう。Ｒ＆Ｄ施設については高度な専門知

識を持つ人材、研究機関等の施設等、基盤となる資質がなければ発展しない性格を持つ。 

 

③大都市圏都心部の大型再開発プロジェクト 

 大都市圏においても、新規オフィスニーズと商業売上の低迷が起こりつつあり、第一級とされる立

地であっても新規物件との競合開発地区への対応のため再開発のニーズが発生しつつある。この動き

に合わせ、低利用地の面的再開発や老朽化しつつある既存ビル街区内で連担した建替えが見られる。

用途はオフィスが主体であるが、街づくり推進のため、商業、ホテル、住宅の併設もみられる。これ

らの開発は都心部機能の更新・拡大と考えられ、都市経営に対する機能向上面での影響は小さいが活

性化の維持という効果を持つ。大型案件として、東京における大型跡地開発として汐留･品川の再開発

が、今後は六本木防衛庁跡地等が挙げられる。大阪では西梅田および梅田駅北ヤードの開発が挙げら

れる。 
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4-2 民間開発者の都市開発型プロジェクトに関する評価 

 都市開発型プロジェクト３類型についてのヒアリング結果を表4-1に示す。 

表4-1 都市開発型プロジェクト３類型についてのヒアリング結果 

Ⅰ.プロジェクトの判断 Ⅱ.都市開発型プロジェクト

業種
①地方都心空洞化
②大都市圏郊外オフィスパーク
③大都市圏都心部大型再開発

Ａ．金融①
・IRR,賃料水準、賃改率等
・ﾘｽｸｼﾅﾘｵ、ﾃﾅﾝﾄﾘｽｸ等
・相当の利回り必要

①地方：商業、ホテル用途のため不可
②失敗事例多い
③単独所有なら可

Ｂ．金融②
・テナント、パートナーリスク
・投資回収型

・基本的に単独ビル
・テナント付きが条件のため、①②③ともに難しい

Ｃ．物販
主にﾃﾅﾝﾄ出店だが投資回収（社内ﾚｰﾄ）
で判断。売上設定重要。

①賃料安ければ面白い
②③興味なし

Ｄ．電鉄 ・投資回収法
①（関連Ｇ等）必然性有れば検討
②収益あり、リストラ貢献なら検討
③興味なし。

Ｅ．ホテル 管理しやすくｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｺｽﾄ低いもの
①ｺｽﾄ、競合状況次第
②興味なし
③付帯するオフィスの顔次第

Ｆ．デベロッパー①
・投資回収型
・新旧の複数ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄあわせて判断

①②興味なし
③特化したい

Ｇ．デベロッパー②
・投資回収型
・ｺﾝｻﾙとしては、Cap Rate、IRR等

・利回り、ﾘｽｸ次第。保有以外にも売却ｽｷｰﾑも考えら
れる。

Ｈ．外資① ・Cap Rate主体 ・ｵﾌｨｽなら可。ﾎﾃﾙ、ﾃﾞﾊﾟｰﾄはﾘｽｸ大きく、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ高い

Ｉ．外資②
・Cap Rate
・保有期間15年でIRR、賃改率検討

・利回り、ﾘｽｸﾌﾟﾚﾐｱﾑ次第

Ｊ．設計・建設① ・検討中 ・投資家誘導るも決め手なし。

Ｋ．設計・建設② ・投資回収型（市銀ﾚｰﾄ） ・投資家誘導るも決め手なし。

 

 

都市開発型プロジェクトに関する民間開発者の評価は厳しい。ヒアリングの結果を取りまとめると

3 つのキーワードが都市開発型プロジェクトのリスクとして抽出される。①立地創造、②プロジェク

トの複雑性、③開発段階の長期化である。 

 

4-2-1 立地創造のリスク 

 都市開発型プロジェクトは、新しい都市ニーズの創り込みや、現在消費需要の低迷している地域で

の開発であり、まさしく新しい市場形成を主導していく開発である。 
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1)テナント確保 

 商業、ホテルでの開発後の売上やオフィスでのテナント入居率の予測に不確実なところが多く、核

となるテナント（商業、ホテル、オフィス企業）の誘致が難しい。テナント側は、出店に対してリス

クを乗り越える必要があり、賃料の割引や出店コストの低減を出店条件とする意向が想定される。更

にリスクの大きい場所への出店は企業として相当の体力を要求され、現状では積極的な企業は少ない。 

 

2)キーテナント稼動後の撤退等 

 これらは立地創造により集客が見込める予測

のもと開発を行ったが、現状の利用との乖離が

大きいため、採算が見込めず、やむなく撤退と

なったものである。キーテナントの撤退は、ホ

テル、商業で近年多く見られる注１）。 

 オフィステナントについても、特に郊外オフ

ィスパークは限界的立地のため、需給の変動を

受けやすい。一例として、東京都心の空室率が

高まり、オフィステナントの都心回帰が発生す

ると、郊外のオフィスは賃料を下げたとしてもテナントの流出が起こりやすい。都心中心部（ＣＢＤ）

のＡクラスオフィス注2)は安定した入居率となるが、一般的な都心部（十分なオフィス街として認知さ

れない地区）、都心外周部（ウォーターフロント地区等）、郊外都心部の順に、テナント入居率の安定

性は低くなる傾向にある（表4-2）。また、郊外の開発においては賃料の低下と空室率の増加の大きい

地区が多い。 

 

3)新しい施設企画 

 立地創造を図るにあたり、建物の外観や施設の内容に新規性のあることが必要になる。ついては十

分な市場調査とマーケティングにより提案性のある開発企画が必要となる。これらの提案では、一般

に公共空間が広く、収益部分（賃貸向けの床面積）が狭くなり、収益見通しに悪影響を及ぼす。その

反面、新規の提案で既存の競合施設とは差異化を図り集客を伸ばす必要もあり、ジレンマとなる。こ

の施設企画は、プロジェクト・ベースでの検討となり、開発にあたり乗り越えるべき大きな課題とな

る。 

 これらを総合すると、立地創造は民間開発者にとってもテナントにとっても大きなリスク要素とな

り、都市開発型プロジェクトへの民間の参入を促進するには特別な仕組みづくりが不可欠となる。 

 

表4-2 地区別の賃料、空室率の経年変化 

上段：月坪当たり平均実質賃料、下段：空室率（毎年5月） 

出典：生駒データサービス  

 

立地 ゾーン 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

都心 丸ノ内、大 94,390 63,110 55,540 51,520 41,970 42,270

手町、有楽町 0.1% 0.3% 1.0% 1.1% 2.5% 2.0% 1.9%

副都心 西新宿 44,020 31,560 25,390 23,080 21,540 22,200

2.6% 6.5% 12.5% 8.8% 5.9% 4.6% 3.7%

都心 茅場町、八 30,440 28,430 21,870 18,610 16,480 15,750

周辺 丁堀、新川 5.3% 11.6% 11.0% 11.2% 9.4% 6.4% 7.0%

郊外 千葉 16,920 16,320 16,940 14,960 13,590 12,890

2.3% 4.8% 23.7% 17.5% 14.3% 16.3% 17.6%

38,790

22,380

15,400

12,190
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4-2-2 プロジェクトの複雑性のリスク 

 都市開発型プロジェクトは立地創造とともに、そこでの集客の動機づけと滞在時間の長期化、オフ

ィステナントへの日常対応等の面から、様々な活動が施設の中で充足する自立的で複合した施設内容

を持つことが必要となる。具体的には、地方都市都心部の再開発では集客の核となる商業施設のほか

に駐車場や文化施設、アトリウムなどの公共空間や官公庁の窓口等のサービス施設を備えた複合的で

一つの街のような機能と用途が求められる。郊外のオフィスパークでも同様に、オフィスや研究施設

の他に、オフィスサポート施設として飲食、物販、コピーサービスやアフターファイブ充実のための

文化、娯楽施設も要望される。これらの要件は都心部のオフィスビル開発のように若干のオフィスサ

ポート施設を付帯する開発より、一層複雑である。その複雑性についてのヒアリング結果を施設企画、

関係者調整、及び開発許認可の面からとりまとめた。 

 

1)施設計画の複雑性 

 複合用途の企画には、単一用途に比して企画、設計段階で専門領域に対応した商業コンサルタント

や駐車場の交通計画コンサルタント等への委託に加え全体計画を統括するコンサルタントにも委託す

る必要がある。つまりは、用途毎の内容をつめるとともに、全体のバランスと調整を図る必要があり、

単一用途に比べ時間とコストが必要となる。また、用途毎の動線の取り合いや搬入路も交錯し、建物

の区分所有の登記、管理、防災計画面からも複雑となる。 

 

2)関係者の複雑性 

 都市開発型プロジェクトは都市の再生をめざすため、地元の意向と協力が必要となる。また、民間

開発者のみでは解決し得ないリスクもあり、公共の関与も必要となる。一般の民間開発がほとんど民

間主導でなされるのに対し、都市開発型プロジェクトは、地元、公共、民間開発者の三者協調で行う

必要がある。図4-2にその必然性を示す。 

 公共（都市計画）、地元：コミュニティ（都市生活）、民間開発者（都市開発）の三者（以下 公共・

コミュニティ・民間を三者とする）が、それぞれ都市経営、アメニティと活力、投資効率を目指して

いるが、経済の安定化、産業のグローバル化による競合、地域内での競合に対応するためには、三者

の利害をとりまとめ、相互利益のために協力する必要がある。このため、開発に関与する主体が三者

となり、それぞれの要望、利害、目的の調整など、たとえば複合した施設のどの部分を誰が負担する

か等を協議する必要があり、開発主体レベルでの複雑性となる。 

 第２に、これら三者をとりまとめ、かつ、事業を推進する組識を構成する必要があるが、第３セク

ターの設立、開発局の設置、新会社設立などの手法があるものの民間単独の開発に比べ開発の事前手

続きが複雑となる。 

 第３に、複合的な開発であり、都市計画、交通計画、防災計画の手続きにおいて、対応すべき外部
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の関係部門が増え、しかも相互に関連した施設計画の中、調整を図る必要がある。 

 

3)開発許認可の複雑性 

 都市開発型プロジェクトは、容積の上乗せ、公開空地の設置、公共による開発の一部整備等、特例

的な都市計画上の扱いを要望することが多く、これらの折衝と許認可に複雑な対応が必要となる。 

 これら複雑性があり、開発についての専門能力を持つ民間開発者でなければ都市開発型プロジェク

トを推進することができない状況にある。つまり、複雑性が民間開発者の参入障害（エントリー・バ

リアー）であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-2 開発に関する地元、公共、民間開発者の特性 

 

4-2-3 開発段階の長期化のリスク 

 都市開発プロジェクトは開発段階が長期化する傾向にある。開発期間の長期化は民間開発者にとっ

て、プロジェクトの先行が見えない不安、期限の機会損失（金利）、追加費用の発生（人件費、保有コ

スト、税金等）により、プロジェクトの収支の悪化要因と、撤退への理由となりうる。ここで開発期

間が長期化する原因を、立地創造の見極め、複雑性の影響、長期化する自己メカニズムの３つの面か

ら分析する。 

 

1)立地創造の見極め 

 プロジェクト推進の見極めとテナントの確保はいわば鶏と卵の関係にある。そのため、開発の発意

から着工前のキーテナントの確定に至るまでは、プロジェクトの収益性を見直しつつ、テナントへの

経済の安定化

・新規開発ニーズ小

　→競合市場におけるプロジェクト

　　の質の評価

・産業のグローバル化による競合

・地域内(ミクロ）での競合

　→都心部空洞化、弱体化都市開発
(投資効率）

都市生活
(アメニティと活力）

公民の協調（PPP)

＝都市経営のキーとなる

　プロジェクトの検討

まちづくりのキーとなるプロジェクトへの連携
◎地元住民、就業者、

コミュニティグループ

・高齢化の進行

・定住化の促進

・都心への住回帰

◎デベロッパー、一般会社

・プロジェクト単位での判断

・リスクに応じたリターンの要望

・投資機会の入手

都市計画
(都市経営）

◎官公庁(都道県、庁舎）、公社

まちづくりと都市経営からのプロジェクトの創出

・市町村レベルによるスタープラン立案

・小さな政を目指し開発プロジェクトの

　誘導と効率的補助

・参入障害の撤廃

・コミュニティから行政への強い要望

・民意の反映、確認

・情報公開

公共

民間開発者 地元
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打診、調整を行うこととなる。この中でのスケジュールは目標としてはあるものの、仮定条件が多く、

最終決定は遅れることとなりがちである。 

 

2)複雑性の循環 

 事業化が見極められてからも、前述のとおり、開発内容への対応や開発体制の構築に時間を要する。

また、複雑性は更なる課題の二次的複雑性を呼び、計画の遅れが一段の遅れとなる可能性を持ってい

る。 

 

3)長期化する自己メカニズム 

 これらの長期化する特性に加え、さらに長期化する自己メカニズムが立地創造型（ウォーターフロ

ント開発等）のプロジェクトは内包する場合がある。すなわち、プロジェクトの初動期が好況であれ

ば更なる収益の最大化を図るため、容積の拡大や新規施設の一段の導入を図るべく、開発計画を見直

す方向となり、新たな許認可手続きとマスタープランの見直しの発生により遅れることとなる。この

遅れの中で経済が不況になれば、プロジェクトは中断となり、さらに遅れることとなる。反対にプロ

ジェクト初動期が不況であれば、景気の回復をにらみつつ動きの遅い開発着手となり、開発期間は長

期化する注３）。 

 

 

4-3 都市開発型プロジェクト推進のための諸条件 

 上記ヒアリング結果から、都市開発型プロジェクトはリスクが大きいと判断がなされていることが

わかる。しかし、都市開発型プロジェクトは①特色ある用途や施設の形状で今後の都市経営へのイン

パクトがある。②十分な規模（クリティカル・マス）があり、集客力や経済力の拠点となる。③開発

の波及効果（リップルエフェクト注4））があり、街づくりと周辺経済の活性化に貢献する。などの特徴

を持ち、欧米では都市活性化（Urban Revitalization）プロジェクトとして認知されている注5）。 

 以降、民間開発者にとって都市開発型プロジェクトを推進するための諸条件を、リスクおよびリタ

ーンの両面から分析を行った。 

 

4-3-1 リスクの検証 

 都市開発型プロジェクトに考えられるリスクを開発フェーズ別に分析したものを表4-3に示す。地

価の更なる下落、テナント需要の減少、テナント需要全体の縮小均衡を受け、不動産投資リスクは現

在大きくなりつつあり、これへの対処が課題となる。 
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表4-3 開発プロジェクトのフェーズ別のリスク 

Ｂ．目的 Ｃ．専門能力 Ｄ．リスク

・開発利益の確保
・用地の持つポテンシャル
　の具体化

・開発法規
・関係者（地権者・行政）
　調整
・ファイナンス
・土地評価
・開発企画とﾌﾟﾚﾘｰｼﾝｸﾞ

①ｽｹｼﾞｭｰﾙ・ﾘｽｸ
　・長期化
②ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ﾘｽｸ
　・事業内容の見直し

Ⅱ
･
１
テ
ナ
ン
ト

　
　
　
リ
ー

シ
ン
グ

・収益を得るための
　ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰの確保

・ﾃﾅﾝﾄ内容の見直し
　・賃料改定
　・仲介業者
　・ﾃﾅﾝﾄ入替

①ﾃﾅﾝﾄ・ﾘｽｸ
　・空室率、賃料水準
②立地ﾘｽｸ
　・一等立地の変化
　・ｲﾝﾌﾗ・交通の変化
　・競合する開発
③用途・ｸﾞﾚｰﾄﾞﾘｽｸ
　・ﾃﾅﾝﾄ業種の収益悪化
　・ﾏｰｹｯﾄﾆｰｽﾞ変化

Ⅱ
･
2
施
設

　
　
　
運
営

・施設の競争力確保のため
　ﾊｰﾄﾞ（施設）とｿﾌﾄ
　（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ）の両立

・施設管理
　（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ）
・施設更新
　（ﾘﾆｭｰｱﾙ）
・ｲﾍﾞﾝﾄ企画

①運営管理ﾘｽｸ
　・事故、評判
②法規ﾘｽｸ
　・建築条件、税金の変化
③破損ﾘｽｸ
　・震災、工事

・立地創造による
　ｷｬﾋﾟﾀﾙｹﾞｲﾝ（土地・建物）
　を売却により実現
・（再開発の場合は
　　開発段階に戻る）

・収益力評価
・物件評価
・ﾃﾅﾝﾄ移転等対応
・権利調整

①流動性ﾘｽｸ
　・売却不可のﾘｽｸ
②投資回収ﾘｽｸ
　・簿価を下回る価格
　　での売却
③処理、劣化ﾘｽｸ
　・施設内容の陳腐化
　・有害物質処理費用
　　の発生

Ⅱ
　
運
営
フ
ェ
ー

ズ

A．フェーズ

Ⅰ
開
発

　
　
フ
ェ
ー

ズ

Ⅲ
　
売
却
フ
ェ
ー

ズ

 

 

1)開発段階 

①スケジュールリスク：開発の先行が不安なリスクであり、開発期間の長期化による投資資金の金利、

税金等の負担の増大及び予想外の経済状況の変化がある。 

②プランニングリスク：開発行為に伴う、用途・容積の変化や新しい規制、負担金の追加等がある。 

リスク対処方策としては、優れた企画力、設計力、行政対応力が要求される上に、変化へのフレキ

シブルな対応能力も問われることとなろう。 

 

2)運営段階 

 更に、テナント・リーシングと施設運営に細分化される。 

 

2-1)テナント・リーシング 

①テナントリスク：収益の源となるテナント確保の不確定性で、空室率、賃料水準、賃料改定率およ

び将来的なテナントの撤退がある。 

②立地リスク：都心周辺部等においては、交通機関の整備計画、周辺市街地の今後の動向により、立
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地評価そのものが変化する、というリスクを加味する必要がある。 

③用途グレードリスク：オフィス、ホテル、商業等、用途毎にあるテナントリスク。特にホテル、商

業でのキーテナントの撤退は専用ビル仕様のため代替テナントを確保しにくいため、テナント撤退

時のリスクが大きいといえる。 

 

2-2)施設運営 

①運営管理リスク：非効率なビル運営による収益の損失や管理ミスからの費用発生がある。 

②法規リスク：ビル状態の物理的・法規的面からの悪化及び所有者責任がある。 

③破損リスク：ビル状態の物理的・法規的面からの悪化及び所有者責任がある。 

 

このような運営段階でのリスクに対処するには、テナント契約時の契約内容の検討、追加投資を含

めた集客戦略の適宜見直し、保険等による事故リスク等のヘッジが考えられる。 

 

3)売却 

①流動性リスク：我が国では一般的に不動産は永続保有であったが、会社の状況にあわせて売却も検

討される現状では、他の債権、証券と同じく現金化できる流動性が新しい評価軸として挙げられて

いる。この面では、単独、所有権型がもっとも売却しやすく、共同ビル、借地等、権利関係が輻輳

したビルは売却しにくい。 

②投資回収リスク：投資額より売却額が下落するリスクである。地価は第二次大戦後一貫した上昇が

１９９１年まで継続したが、その後は下落に転じている。長期間の保有においても土地の下落を予

想されるデフレ状況が懸念されている。 

③処理リスク、劣化リスク：資産としての価値の減少、及び建築物解体における追加負担がある。 

売却フェーズでのリスク対処としては、最近、不動産の証券化等、流動化手法が徐々にでてきてい

るが、現状では単一用途、単体建物が中心である。今後都市開発型プロジェクトへの波及が期待さ

れる。 

 

4-3-2 リターンの検証 

 プロジェクトの評価手法としては、プロジェクトコストの全額を借入金により調達することを想定

し、単年度黒字転換年、累積損益解消年、および借入金完済年を指標とする投下資金回収法、および

投資期間および期間終了後の物件の処分（売却）を前提条件とし、期間内のキャッシュフローに着目

したＤＣＦ法に大別できる。ヒアリングにおいても企業毎に評価手法が異なったが、ここでは他の金

融投資案件との比較の容易性、国際的潮流等を勘案し、DCF法のIRR注6）により検討を行うこととする。 

 ヒアリングにより、一般不動産及び外資系取引では収益率：Cap Rate 注 7）(減価償却前)で 5-7％の
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表4-4 プロジェクトタイプ別前提条件と利回りの分析 

水準とのことである。これを保有期間 10 年とし、IRR で試算すると、6.6-8.6％（2％/年の賃料上昇

で計算）となる。一般に欧米では、長期国債（10年物）＋5％が不動産の利回り目標といわれている。

1999年初現在、日本の国債利回りが2％程度なので、不動産の利回りは十分と考えられる水準にある

が、売り手側の実情として、Cap Rateを基準とした不動産取引の価格設定はほとんどなされていない

こと、また、買い手側の実情として、現状では更なる地価の下落、テナント需要の低迷不安があり、

買い手と売り手のミスマッチが起こりつつあるといえる注8）。この傾向はリスクが一般的に大きい都市

開発型プロジェクトに顕著にあらわれ、推進の阻害要因となっている。 

 以下、都市開発型プロジェクトのタイプ別にリターンのケース・スタディを行う。 

 現状、民間開発者が取得意向を持つものは、東京都心 3 区での大型プロジェクトのような賃料が高

くかつ空室率の低いプロジェクトである。（以下、優先プロジェクトと呼ぶ）。この優先プロジェクト

は、高い賃料を安定的なテナント入居率で支える競争力の高いオフィスビルである。このモデルをⅠ

とする。これは汐留地区（1997 年入札）や品川地区（1997 年入札）に準ずる内容とし、オフィス特

化の用途とした。次に都市開発型プロジェクト 3 種(地方都市都心部空洞化対策プロジェクト, 大都市

圏郊外オフィスパーク開発プロジェクト, 大都市圏都心部大型再開発プロジェクト)それぞれをⅡ－

①～③とした。プロジェクトの比較を図るべく、オフィスはオフィスとし、各モデルの地価は、優先

プロジェクトは汐留地区の入札結果、Ⅱ－①では例として新潟市の駅前商業地の路線価、Ⅱ－②では

千葉市幕張の業務地区の路線価、Ⅱ－③では港区赤坂の中高層業務ビル集積地の路線価とした。賃料

については、大手仲介業者のデータを基

とし、建設費は建物グレードにより設定

した。入居率、賃料改定率、開発期間は

シミュレーションのための仮定条件であ

るが、入居率は都心部を高く、地方を低

くした。賃料改定率は地域別ＧＮＰ成長

率を基に、都心部を高く、地方を低く設

定した。また、開発期間については再開

発プロジェクトを長期とした。これらの

条件で全額自己資金とした場合の 20 年

ＩＲＲを検証した結果を、表4-4 に示す。 

 シミュレーション結果では、やはり民

間開発者が優良と見ている優先プロジェ

クトの利回りが高い。1999年1月現在の

国債利回り（2％程度）に比して、2％の

プレミアムがあり、十分投資対象となり

優先
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

　　　　　都市開発型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

①地方都心
　部空洞化
　対策ﾌﾟﾛ
　ｼﾞｪｸﾄ

②大都市圏
　郊外ｵﾌｨｽ
　ﾊﾟｰｸ開発
　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

③大都市圏
　都心部大
　型再開発
　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

利回り
(20年 IRR)

4.22% 1.96% 2.89% 3.45%

前提条件 　

モデル事例 汐留Ａ街区 新潟駅前 幕張 赤坂

容積率 1000% 400% 400% 500%

地価 2500万円/坪 200万円/坪 220万円/坪 750万円/坪

賃料 30千円/坪 10千円/坪 12千円/坪 22千円/坪

賃料改定率 2%/年 0.5%/年 1%/年 1.5%/年

建設費 100万円/坪 70万円/坪 80万円/坪 100万円/坪

入居率 98% 90% 95% 98%

開発期間 3年 3年 3年 5年

Ⅱ 
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うる。その一方、都市開発型プロジェクトは長期プライムレート（1998年現在の3 ｶ年平均3％程度）

も下回るケースがあり、借入金によるプロジェクト推進は難しい。この分析より、都市開発型プロジ

ェクトは、利回りの側面からは取組みが難しいことがわかる。そのため、公的な補助や地元の協力に

よる利回り向上への働きかけが必要となる。 

 

4-3-3 都市開発型プロジェクト推進に向けての課題 

 都市開発型プロジェクトについては優先プロジェクトに対しリターンは低く、リスクは反対に大き

いという劣位性を持つ。そのため優先プロジェクトの利回り基準4.2％に更にリスクプレミアム1％注

９)を上乗せしたリターンがプロジェクト取組みに際しての前提条件となる。 

しかしプロジェクト自体のテナントから入ってくる収益を増やす方策は実際の市況からは難しい状況

である。そこで民間開発者の参画を図るべく公共と地元によるプロジェクト全体におけるリターンの

向上方策について検討する必要がある。 

 投資サイドからみた利回り向上策としては、アメリカの都市開発におけるＰＰＰの事例等から、土

地については所有方式（借地）、ライトダウン、容積率変更等による実質的な土地費負担の低減、また、

建物については駐車場やデッキ等の都市インフラの開発負担金の減免、さらに資金調達については低

利融資、利子補給、将来的な税収増加分を償還原資とする地方債を発行しプロジェクト推進を図る手

法（ＴＩＦ）、プロジェクトの信用保証、公共によるエクイティの一部分担等が考えられる。我が国に

おいても稼動後の不動産証券化や開発会社（ＴＭＯ）の活用も今後課題となろう。以下、各タイプ別

に具体的なリターン向上方策を検討する。 

  

①地方都市都心部空洞化対策プロジェクト 

賃料水準 10 千円では、建設費の回収のみが行え、土地費回収を前提とすると要求利回りに到達し

ない。地方都市都心部空洞化対策という公的位置付けを最大限活用し、土地費については無償譲渡

（貸与）やライトダウンの検討、建物費については駐車場や全体共用部分に対する補助等の大胆な

施策が必要となる。（土地費半額補助、建設費 1/3 補助により、賃料 10千円でも目標利回り 5％に

近づく。） 

 

②大都市圏郊外オフィスパーク開発 

国策レベルにおける産業育成、アントレプレナーの育成等の公的位置付けにより、賃料の公共補填

を行い、賃料水準12千円を14.5千円程度とすることにより、優先プロジェクト並みの利回りが確

保できる（4.2％）。上記の国策的なオフィスパークは自ずと厳選されることとなるため、開発の需

給バランスが保たれるものとみなし、リスクプレミアム1％は考慮しない。 
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③大都市圏都心部大型再開発プロジェクト 

都市開発型プロジェクトの中では最も期待利回りが高く、開銀の低利融資等の充実により優先プロ

ジェクトと同等の利回りを確保可能なタイプである。開銀融資枠は現状では資産の40％（必要資金

全体の35％程度）であるが、これを資産計上対象の60％とし、かつプロジェクトファイナンス注10)

により行うことにより、強力なレバレッジ効果注 11)が発揮でき、優先プロジェクトと同等の投資利

回りとなり、プロジェクト推進に寄与すると考えられる。米国のＴＩＦ手法はプロジェクトに民間

を導入する方策として、また、開発利益の活用として、我が国においても検討に値する。 

 

 都市開発型プロジェクトは都市活性化のきっかけを図るプロジェクトとして、プロジェクト単体で

はなく、将来的に期待される都市の活性化というものさしで開発が考えられるべきであろう。そのた

めの補助的資金についても、開発による効果を受ける地元の資金の活用と、地方の活性化を図るため

一種の所得移転とも考えられる国家レベルの資金の両方の活用が考えられる。これらの資金の公平か

つ公正な支援が民間開発者を都市開発型プロジェクトに向かわせ、今後の都市開発型プロジェクト活

性化の要点となろう。 



53

4-4 まとめ 

 

 本章では民間開発者へのヒアリング調査結果と都市開発型プロジェクトの分析により以下の３点が

明らかとなった。 

 

第１に、都市開発型プロジェクトは優先プロジェクトと比較し低いリターン（利回り）と高いリス

クのため、推進には民間と協調して開発に関わる公共の補助とコミュニティの協力が必要となる。 

 

第２に、開発に関わるリスクは開発・所有・運営の3つのフェーズの区分により整理される。 

 

第３に、都市開発型プロジェクトにおける民間開発者のリスクは「立地創造」、「複雑性」、「開発段

階の長期化」に類型化される。 
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■補注 

 

注１）キーテナントの撤退：新聞検索によれば、90年以降98年末まで、ホテル5件、商業17件が確

認されている。（新聞報道等より） 

 

注２）高い賃料を安定的なテナント入居率で支える競争力の高いオフィスビル：三幸エステート他仲

介業者調査報告参照 

 

注３）長期化する自己メカニズム：Implementing Urban Waterfront Redevelopment 参照 

 

注４）リップルエフェクト（Ripple Effect）：開発による二次的な周辺への波及効果。一般にいう雪

だるま方式に街づくりが進む状況。 

 

注５）都市活性化（Urban Revitalization）プロジェクト：Downtown Inc.参照 

 

注６）ＩＲＲ：（Internal Rate of Return）内部収益率。あるプロジェクトの利回りがその同じ期間

の債権においてどれくらいの利率と同じかを試算する手法。 

 

注７）Cap Rate：投資収益率。一般に、償却前収益（収入－費用）／投資額 

 

注８）ミスマッチが拡大中：日本の不動産取引は閉鎖的として更に外資の要望するCap Rateは上がり

つつある。（日経 98.11.8） 

 

注９）リスクプレミアム1％：1％の根拠として、社債発行において最も信用の高い水準（ＡＡＡ）と

投資適格の最低水準（ＢＢＢ）の利回り格差（スプレッド）は２％程度であり、この半分をリ

スクプレミアムとした。（98.12.8 日経 総合ページ） 

 

注 10）プロジェクトファイナンス：企業の資産を担保とした銀行等からの資金調達手法ではなく、プ

ロジェクトの収益力を担保とし、開発企業の担保は不要（ノンリコース）ファイナンスであり、

直接金融（証券の発行による市場からの直接の資金調達）が多い。コンストラクションローン

は銀行等からの開発段階だけの、高いプレミアムのついた金利での資金調達。なお、開発後の

資金調達はパーマネントファイナンスと呼ばれる。 
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注11）レバレッジ効果：低利融資制度の活用等により、プロジェクト自体の利回りは一定でも、自己

投資分の利回りを高める効果。コーポレートファイナンスでは融資分も結局は企業側のリスク

となるが、プロジェクトファイナンスではリスクを限定することが可能となるため、レバレッ

ジの概念がなじみやすい。 
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第５章 都市開発型プロジェクトにおける更新型 

(都心更新プロジェクト)の評価と推進方策 
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第５章 都市開発型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける更新型(都心更新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)の評価と推進方策 

 

5-1 はじめに 

 

5-1-1 本章の目的 

 都市開発型プロジェクトは民間開発者による速やかな推進が望まれている。しかし前章によれば「優

先プロジェクト」（都心部大型オフィス開発）の取組み意向は高いが、都市開発型プロジェクトは相対

的にリスクが高く、リターン注１）も低いとされ、消極的な取組み意向であった。この課題を克服すべ

く、都市開発型プロジェクトの開発フェーズ別、用途別のリスク、リターンの特性を更に詳細に分析

し、プロジェクト推進に向けた方策の立案を本章の目的とする。 

 

5-1-2 研究の対象 

 現在推進されている都市再生では、東京、大阪などが重点地域となっている。都市再生は都市のイ

ンフラストラクチャー整備として高速道路等の整備から、木造密集住宅の再開発など多方面の取組み

がなされている。その中でも都市の開発・再開発に相当するものは、東京の都心を事例とすると表5-1

のプロジェクトに分類される。 

 オフィスセンター2)の面的リニューアルは順次進行される複数の都心再開発によって成立している。

大規模跡地再開発と面的都心開発は大規模開発として候補が限定され、更に土地区画整理事業や地権

者合意などに長期間を要する。開発単位は細分化され民間開発者への入札による開発となるものも多

い。オフィスセンターの面的リニューアル、大規模跡地面開発及び面的都心開発は主に連坦する街区

を単位としたプロジェクトの集合体である。それら開発単位に相当する規模であること、10年間の時

限立法である都市再生法の期限内で開発着手から施設開業にいたる可能性が高いこと、民間が取組み

を主導しやすいことから敷地 2ha 程度注２）の大型都心再開発をモデルケースとして研究対象とする。

これは都市開発型プロジェクトのうち図4-1において都心部更新型に相当するため、「都心更新プロジ

ェクト」と定義する。 

 なお、本章の調査データは第３章にある民間開発者の詳細調査(2002 年 3 月,5 月：34 社)に含まれ

る。 
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表5-1 東京都心における都市再生プロジェクトの区分 

都市再生プロジェクト
の区分

内容 事例 街区構成 開発手法

オフィスセンターの面
的リニューアル

業務集積地区の競争力向上
にむけた再開発計画の段階
進行

大手町・丸の内・有楽町地区（111ha）
大崎地区(29ha）
都市再生特別地域のうち同等のもの

オフィス地区としての一定
集積として多数の街区

地区計画
再開発事業

大規模跡地再開発
国鉄跡地、公共施設跡地、工
場跡地等の都心部の大規模
用地の用途転換

汐留清算事業団用地(30.7ha）
品川清算事業団用地他（9.0ha）
飯田橋貨物ヤード（12.0ha）

新設道路により大型の街
区に区分

再開発地区計画
土地区画整理事
業

面的都心再開発
複数街区にまたがり地区とし
て連続する再開発

六本木ヒルズ（11.5ha）
トリトンスクエア(18.0ha）
品川シーサイドフォレスト（8.3ha）

一団の土地が通路・道路
により区分

再開発事業

大型都心再開発
(都心更新プロジェク
ト）

大型街区として連坦する規模
の大きい再開発

丸の内1-1街区再開発(2.4）
神田1丁目再開発（2.5ha）
室町三井再開発(1.4ha）

共同ビルとして街区内での
共同開発

総合設計
特定街区
連坦制度  

 

5-2 都心更新プロジェクトの分析手法 

 

5-2-1 都心更新プロジェクトのモデル 

 

 都心更新プロジェクトとして複合街区が一体化した規模として20,000㎡注２）のオフィス・商業・ホ

テル・住宅の複合用途を想定した。容積率はオフィス700％で全体では1000％とした。（表5-2） 

 

表5-2 開発用途・規模の想定 

用途 容積率（％） 容積対象面積（㎡）
オフィス 700% 140,000
ホテル 100% 20,000
商業 100% 20,000
住宅 100% 20,000
合計 1000% 200,000

敷地面積（㎡） 20,000  

 

5-2-2 市場性軸と複雑性軸によるモデル化と分析手法 

 複合開発である都心更新プロジェクトへの誘導を探るため民間開発者による選好性のモデル化と分

析手法の立案を行う。 

 

1)参入条件評価 

 表3-4でオフィスを選好するまたは

どちらでも良いと回答した企業に対し

都心更新プロジェクトに取り組める場

合の条件を調査した。表5-3のとおり

条件が適合すれば都市再生プロジェク

トへの取組み意向が見られた。内容は 

 

表5-3 都心更新プロジェクトへの取組み意向と条件 

ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ 三者合計

13% 0% 50% 24%
13% 57% 8% 21%
73% 43% 42% 56%

利回りが高い 91% 0% 100% 79%
大規模で競争力 82% 67% 80% 79%
即時開発着手可 64% 0% 20% 42%
用途分割・分棟 36% 0% 80% 42%
コンソーシアムの 9% 33% 80% 32%
その他 0% 33% 0% 5%

条件の内容（複
数回答）%は条件
によるを選択した
回答者を母数と

する

ｵﾌｨｽを優先
複合開発を優先

プロジェクトの選別性

条件による
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①投資品質の改善：利回りが高い、大規模で競争力がある 

②開発フェーズのリスクの改善：即時開発着手可能、コンソーシアムの組成 

③用途分割・分棟：用途別の単独に近い所有化 

の3点に分類される。 

 

2)仮説とモデル化 

 前記の取組条件のモデル化を行う。モデル化の基本

としてそれぞれトレード・オフ（二律背反）の関係に

あるリスクとリターン（以下リターン率を「利回り」

とする）の２軸により構成する。モデルの縦軸はリタ

ーンに関する高い利回りとプロジェクトとしての競争

力を「市場性」軸とした。利回りが高く、大規模で競

争力に富む場合など、また利回りが高いとされるオフ

ィス用途などが市場性は高い。横軸はプロジェクトに

関する開発・運営・売却それぞれのリスクであるが、

都心更新プロジェクトに固有の複合した権利・用途・

パートナー等に調整や遅れに関するリスクを「複雑性」

軸とした。単純所有で単用途のオフィスや開発が即時着手可能なプロジェクトは複雑性が低い。破線

で示す右上がりの線上が「効用」が等しいとされる均衡線である。これより左上方向がリスクに比し

てリターンが高く、効用は高い。右下方向が反対に低い。（図5-1） 

 

都心更新プロジェクトはオフィス単体開発に比して取組み意向が低い（表 5-2）ことから民間開発

者の認識する効用が低いと判断される。そのため都心更新プロジェクトを右下に位置付ける。取組条

件である「大規模・利回りが高い」は市場性の向上効果を持つ。「即時開発着手可能・コンソーシアム

組成」は開発リスク低減の効果を持つ。「用途・建物分割」についてはオフィス用途選好への市場性対

応と開発複雑性の低減について縦横軸両方の効果があると考えられる。 

 以上の条件を満たす都心更新プロジェクトは単体オフィス開発を上回る効用があると考えられる。

民間開発者の要望を見ると大型単体オフィスが理想であるが現実に物件が少ないこと、大型開発は複

合開発の場合が多いことが挙げられている。さらにオフィス単体開発も市場の選好性が高いため利回

りが低下傾向にあるとの指摘もある。図5-1に示すとおり条件を満たす都心更新プロジェクトであれ

ば効用を高め民間開発者への参入が見込める状況である。 

 

 

図5-1 条件付都心更新プロジェクトの効用 

　

　

　 　

都心更新
プロジェクト

大型単体
オフィスビル

市場性

単用途で単純
な権利形態

開発・所有が複
雑

利回
り高く
競争
力が
高い 効用均衡線

ｵﾌｨｽ単体開発
(優先ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

条件付
都心更新

プロジェクト

利回
り低く
競争
力が
低い 複雑性
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5-3 民間開発者の都心更新プロジェクトの評価 

 前章のモデル化における仮説と開発条件の内容の検証としてリスク・リターン（利回り）双方から

アンケートとシミュレーションにより分析を次章で行う。具体的にはリスク・リターンの側面と開発

方式に関連する3つの観点から分析を進める。 

 

①都心更新プロジェクトに固有のリスク評価に関するアンケート分析 

②施設計画（用途分割）に関するアンケート分析 

③リターンのフェーズ別、用途別のシミュレーション分析 

 

5-3-1 リスクの評価 

 都市再生プロジェクトのリスクを分析するため開発、運営、売却フェーズに区分し1から5の段階

によるリスク評価を調査した。 

リスク重要度の分析としてそれぞれ項目のリスクをそれぞれ5段階で評価したリスク重要度の結果

を表5-4と図5-2に示す。重要度は以下の段階と

した。：（5.重要、4.やや重要、3.普通、2.あまり

重要でない、1.重要でない） 

 フェーズ別のリスク重要度は業種ではインベス

ターのリスク評価が高い。フェーズ別では開発フ

ェーズのリスク評価が高い。 

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ディ ベロッ パー オペレータ ー イン ベスタ ー 三者合計

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29  

項目

1 合意形成に時間がかかる 13 一体建物とせざるを得ない

2 テナントが見込めない時の中断・延期リスク 14 開館時間が違い管理しにくい

23 借地等は流動性が低い

3 景気が良い場合、より拡大・効率化を求め長期化 15 改修・増築しにくい

24 パートナーの倒産リスク

4 土地の収用に時間がかかる 16 シャフトが多く非効率

25 用途別・地域別に資産を区分したい

5 開発企画提案・推進に手間がかかる 17 権利がモザイク上で互いに拘束

26 商業・ホテルは撤退リスクあり

6 新規企画/事業のリスク 18 改築・増築に合意形成が必要

27 流動化しやすい売り先の確保

7 開発手法に柔軟性がない 19 商業・ホテルなど時流にあわせた施設変更ができない

28 流動化への合意形成

8 参入後の事業手法見直しが困難 20 開発熟度に併せた用途の転用が利かない

29 適正規模の投資

9 景気変動がある 21 複合ビルでは管理新会社の設立が多い

10 開発済み案件を優先したい

11 事前決定の用途のテナント誘致が困難

開

発

フ

炻

・

ズ

運

営

フ

炻

・

ズ

売

却

フ

炻

・

ズ

 

図5-2 業種によるリスク重要度評価 

表5-4 フェーズ別リスク評価 

ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ 全体合計

開発ﾌｪｰｽﾞ 3.7 3.8 4.3 3.9

運営ﾌｪｰｽﾞ 3.5 4.0 3.8 3.6

売却ﾌｪｰｽﾞ 3.6 2.6 4.1 3.5

全体ﾌｪｰｽﾞ 3.6 3.5 4.1 3.7
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回答者全体のリスクの要点として、表

5-3 に示すとおりリスク重要度が４以上

の9項目（図5-2参照）とした。 

開発フェーズでは「合意形成」「テナン

ト確保」「土地の収用に時間がかかる」と

いう開発スケジュール遅延に関するリス

クが指摘されている。「新規企画・事業の

リスク」については開発に関する専門性の必要性や新規の集客施設についての需要予測の困難性など

が指摘された。更に想定された開発条件（賃料水準等）が変動する「景気変動」の指摘もある。 

 運営フェーズでは「権利がモザイク状」「改築･増築に合意形成必要」があり、複雑な権利関係とパ

ートナー間の合意形成について単独所有の場合に比べて施設管理・運営面での意思決定の問題点とし

て指摘があった。 

 売却段階では「関連し流動化しやすい売り先の確保」「適正規模の投資」があり、売却が容易な用途・

規模・権利関係を求めている。追加意見としての記述に、オフィス用途で、100 億円以下の規模、土

地所有型の単独所有ビルが望ましいとの指摘があった。 

 

5-3-2 施設計画（用途分割）の評価 

 用途別建物区分について開発形式を一体型と連立型の開発形式を想定し、民間開発者の選好と開発

の持つ複合効果とオフィスへの影響の3点について調査した。選択肢として同意する(+1)、どちらで

も良い(0)、同意しない(-1)という評価とした。（表5-6、図5-3） 

表5-6 開発形態と用途の選好についての設問項目 

1）複合開発として連立型開発よりも一体型の開発を好む

2）用途複合（MXD）の効果（テナント誘致力）は連立開発型より一体型が強い

3）商業・ホテル・住宅が近傍にあるオフィスはオフィス単独よりも価値が高い  

 

連立開発モデル

オ
フ
ィ

ス

ホ
テ
ル

住
宅

ホ
テ
ル

オ
フ
ィ

ス

商業

住
宅

床の所有形態は、共有または、横割区
分所有

例：品川インターシティ

自己の所有地の上に独立し建物を所有

例：品川グランドコモン

一体開発モデル

商業

 

図5-3 開発形態の比較 

表5-5 都心更新プロジェクトのリスクの要点 

スケジュールの遅延
・合意形成に時間がかかる
・テナント見込めない時の中断延期リスク
・土地の収用に時間がかかる

開発の専門性 ・新規企画･事業のリスク

開発条件の変化 ・景気変動

・適性規模の投資

・流動化しやすい権利形態

・権利がモザイク状で互いに拘束

・改築･増築に合意形成が必要

リスク
分析

開発フェーズ

運営フェーズ

売却フェーズ

施設・権利の複合性

出口戦略への対応
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 開発の形態では用途複合効果は一体型が優位と認識されているが開発モデルとしてオペレーター以

外は連立型が選択されている。オフィスについては複合開発の効果により価値が上がるとの共通認識

がある。連立開発の形式を取りながら一体開発並みの用途複合効果、オフィス価値の向上達成が課題

となる。（図5-4） 
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図5-4 開発形式と複合効果 

 

5-3-3 リターンの評価 

 開発フェーズと用途毎のリターンを最近の民間開発者の尺度である DCF 法注５）により利回り評価を

検証する。 

1)フェーズ別リスク・リターン分析（図5-5） 

 ディベロッパーが開発（合意形成・企画

設計・建設）しテナント誘致の上で竣工後

にインベスターへ売却するスキームとする。

インベスターは10年後転売とする。ディベ

ロッパーからインベスターへの売却価格は

Cap Rate 注３)により決定をする。ディベロ

ッパーとインベスター双方を合わせた全体

利回り注４）を比較する。利回りとしてIRR 注５）を指標とする。 

 

 

図5-5 利回りの区別 

ディベロッパーからイン

ベスターに売却

価格はCap Rateを基準

開発フェーズ

4年間

運営売却フェーズ

10年間

合意形成完了

開発手続き：1年間

建設期間：3年間

テナント誘致を行う

インベスターの運営利益

インベスターが第三者に売却

価格はCap Rateを基準

ディベロッパー利回り インベスター利回り

全体利回り
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 開発の前提条件を下表にまとめた。地域は都心3区の外周部の都心部大型再開発プロジェクトの水

準とした。地価は３百万円／㎡、賃料は２５千円／月坪とし税金、修理費、保険料を見込んだ。利回

りは所有権の場合にインベスター要求利回りである 5.5%注７)の水準を確保した。全額地代の場合は地

代率を6%注８)とした。（表5-7） 

 

表5-7 利回りシミュレーション前提条件と基本ケース 

ﾓﾃﾞﾙｹｰｽ
土地所有

ﾓﾃﾞﾙｹｰｽ
借地

土地面積（㎡） 20,000 20,000
全体容積率（％） 1000% 1000%

所有の場合 地価（百万円／㎡） 3.000 ー
借地の場合 借地：地価は所有と同じ　地代率（％） ー 6.00%

建設費（百万円／㎡）：建設期間3年 0.30 0.30
有効率（％） 65% 65%
躯体割合 60% 60%
設備割合 40% 40%
賃料(千円／月坪） 25.000 25.000
賃料改定率（％／年） 1.00% 1.00%
敷金（ｶ月） 12 12
入居率 95% 95%
コミッション（手数料） 10% 10%
建物関連：取得税、登録免許税、
事業所税、固都税、修理費･保険料

○ ○

土地関連：取得税、登録免許税、固都税 ○ ー
Cap Rate(%) ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰからｲﾝﾍﾞｽﾀｰへ 5.4% 5.4%
Cap Rate(%)10年後ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ売却 6.0% 6.0%

ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰﾘﾀｰﾝ：IRR（％） 7.3% 17.2%

ｲﾝﾍﾞｽﾀｰﾘﾀｰﾝ：IRR（％） 5.5% 5.9%

全体ﾘﾀｰﾝ：IRR（％） 6.1% 7.4%

売却条件

利回り

前提条件

その他
支出条件

収入条件
収
支

土
地

土地条件

建築

 

 

 基本ケースの土地所有場合、ディベロッパーは7.3%の利回りがありインベスターの5.5%を 1.8% 上

回っている。ディベロッパーはリスクの負担に加え開発をまとめるため合意形成に至るまでの作業注９)

に費用を要しているため、2%程度の利回りのプレミアムは相当と考えられる。借地では同様に 11.3%

のプレミアムがもたらされている。 

 次に土地取得型と全額地代の2ケースにおいて開発フェーズでのリスクに挙げられていた開発スケ

ジュール遅延と景気変動につき表5-8の②から④の項目でリスクを検討する。リスク変化を見た結果

を表5-9に示す。 

表5-8リスクと変化項目 

検討内容 ﾘｽｸ変化 備考

① 事業手法 土地所有と借地の比較 ②から③の変化の比較

② ｽｹｼﾞｭｰﾙﾘｽｸ 開発期間の延期 3年延期 合意形成で着工が遅れる

賃料水準(竣工時） 10％低下 開発期間４年では年率2.4％の下落

賃料改定率 2％低下 ﾃﾞﾌﾚ状況に変化

④ 投資回収ﾘｽｸ Cap　Rateの変動 0.5％上昇 売却価格の下落

ﾃﾅﾝﾄﾘｽｸ③

項目
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 ディベロッパーとインベスター

を比較すると賃料改定率を除きデ

ィベロッパーの利回り変動が大き

くリスク負担の大きさを示す。賃

料改定率の低下は一見ディベロッ

パーの利回り向上になるがデフレ

状況でありインベスターへの売却価格の下落が見込まれる。インベスターについては収益を基にした

Cap Rateでの取得と売却であるため賃料改定率以外はリスクをほぼ負わない。全体利回りはディベロ

ッパーが 10 年後まで転売しなかった場合の利回りに相当しディベロッパーとインベスターの利回り

の中間に位置している。全額地代型は土地取得型よりリスクが大きいが利回りも大きくとられハイリ

スク・ハイリターンであると考えられる。 

 上記の結果より、民間開発者の開発フェーズからの撤退に見られたように、開発フェーズにおける

ディベロッパーのリスク負担は大きいことが証明された。 

 

2)用途別リターン分析 

 用途別の利回りの比較を行った。利回りは

ディベロッパーとインベスターを合わせたプ

ロジェクト全体利回りを用いオフィスは表

5-7 のケースを基準とした。各用途の地価は

オフィスと同等とし、賃料水準、工事費、有

効率、Cap Rateについては東京都心での複数

の複合開発の入札に関する前提条件についてディベロッパーにヒアリングにより相対的水準を決定し

た。詳細は企業の経営情報にかかわるため内容の公表は差し控える。その結果、用途別の利回りはオ

フィスが優位であることが判明した。（表5-10） 

 

3)プロジェクト固有のリスクプレミアム 

 アンケートによる調査ではオフィス単体開発に比べ都心更新プロジェクトに要求される利回りのプ

レミアムの平均は 1.6％注 10）であった。これは前項で示されたリスクに相応するものと考えられる。

しかし表 14 の結果では都心更新プロジェクトはオフィス以外の用途に低い利回りがあるためオフィ

ス単体より0.8％（6.1％-5.3％）低い利回りとなっている。都心更新プロジェクトは要求される利回

りに2.4％（1.6％+0.8％）の格差があるため、利回りの向上が課題となる。 

表5-10用途別利回り分析：地価一定ケース 

表5-9 リスク変化と利回りへの影響 

開発方式 土地取得型 全額地代型

基準ｹｰｽ
開発期間
3年延長

賃料水準
10％低下

賃料(地価）
改定率

２％低下

Cap Rate
0.5%上昇

基準ｹｰｽ
開発期間
3年延長

賃料水準
10％低下

賃料(地価）
改定率

２％低下

Cap Rate
0.5%上昇

ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ利回り 7.3% 4.1% 2.1% 7.5% 3.7% 17.2% 1.8% -2.9% 22.8% 8.7%

（変化） - -3.2% -5.2% 0.2% -3.6% - -15.3% -20.1% 5.7% -8.4%

ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ利回り 5.5% 5.5% 5.4% 3.3% 4.8% 5.9% 5.9% 5.9% 3.4% 5.2%

（変化） - 0.0% 0.0% -2.2% -0.6% - 0.0% 0.0% -2.5% -0.7%

全体利回り 6.1% 5.1% 4.8% 4.5% 5.6% 7.4% 5.1% 4.7% 6.0% 6.8%

（変化） - -1.0% -1.3% -1.6% -0.5% - -2.3% -2.7% -1.4% -0.6%

リスク

リターン

オフィス 商業 ﾎﾃﾙ 住宅 駐車場 総合
各用途別容積率（％） 700% 100% 100% 100% 〔100％〕 1000%
各用途別土地面積(㎡） 14,000 2,000 2,000 2,000 - 20,000
地価（百万円／㎡） 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 3
有効率（％） 65% 65% 65% 75% 100%  
建設費（百万円／㎡） 0.3 0.15 0.3 0.2 0.15  
賃料(千円／月坪） 25 15 20 15 3.5  
敷金（ｶ月） 12 12 0 1 12  
入居率 95% 95% 95% 95% 95%  
コミッション 10% 10% 10% 5% 10%  
賃料改定率（％／年） 1% 1% 1% 1% 1%  
Cap Rate(%)10年後 6.0% 6.5% 7.0% 6.0% 6.0% 　

IRR（％） 6.1% 3.0% 2.2% 4.3% 3.5% 5.3%
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5-4 課題対応方策の検討 

 前章での開発フェーズのリスク低減、リターン（利回り）の向上と開発方式の検討への課題をふま

え、それぞれ対応方策を検討する。 

 

5-4-1 開発フェーズでのリスク対応方策検討 

 開発フェーズのリスク低減方策について検討する。開発フェーズにおけるディベロッパーのリスク

はプロジェクトの参入時の地価(地代)の設定とインベスターへの売却時(竣工時)における将来的な価

格変動が挙げられる。前者への対応はプロジェクト参入時に地権者と土地価格または地代についてイ

ンベスターへの将来的売却価格（Cap Rateと賃料水準）との調整をオプションとする対応である。後

者は逆にあらかじめ売却先であるインベスターと結ぶ売買価格の予約等注 11)がある。ディベロッパー

のリスクは減少するが相応の利回りの減少もある（逆にインベスターは先物取引と同じく将来的価格

変動リスク負担となり相応のリターンの増加を要求する）。更に開発スケジュールの遅延リスク対応と

して遅延期間について土地の取得を遅らせる（地代については低減させる）オプションが考えられる。

売却価格の予約等はリスク移転に有効であるのは明らかである。ディベロッパーのリスク低減の対応

手法として、地権者とのリスク按分を検討した。竣工時の経済・市場環境により変動が見込まれる賃

料水準と売買価格水準について、土地の地価（地代）の水準等を以下の３ケースで調整した。 

 賃料水準が10％下落する場合、土

地の収益率の低下として地価（地代）

を土地取得（借地開始）時にさかの

ぼり 10％減額する対応とした。Cap 

Rateが 0.5％上昇する場合、賃料水

準が変化しないとすれば売買価格水準は 8.50％下落する。しかし Cap Rate 上昇局面はインフレ傾向

であり賃料の上昇による売買価格水準の上昇も見込まれる。そのため地価（地代）を土地取得（借地

開始）時にさかのぼり4.25％（売買価格変動の50％相当）を減額とした。開発期間３年延長の場合は、

土地取得型では当初50％取得とし、３年後に残りの50％取得の対応とした。借地型では当初３年間の

地代を半減する対応とした。以上の対応手法を表5-11に、対応結果の利回りを表5-12に示す。 

その結果、地権者との地価(地

代)でのリスク按分はディベロッ

パーのリスク低減効果を有する。こ

の手法はディベロッパーと地権者間

での開発利益の配分（Profit 

Sharing）とも考えられる。また開発遅延に対し、開発検討期間の間は土地取得を留保する、または地

代を半減させる手法は地権者との開発に関する合意形成の促進にもつながる。（早急な合意で地権者側

表5-11 ディベロッパーのリスク対応手法 

土地取得型 全額地代型
賃料水準
10％低下

取得地価を10％低下 地代を１０％低下

Cap Rate
0.5%悪化

ｲﾝﾍﾞｽﾀｰへの売却価格減価の半分
（4.25％）の取得地価を低下

ｲﾝﾍﾞｽﾀｰへの売却価格減価の半分
（4.25％）の地代を低下

開発期間
3年延長

当初５０％、3年後に５０％を取得 当初3年間の地代率を３％に半減、
その後６％

表 5-12 ディベロッパーのリスク対応手法での利回り 

開発方式 土地取得型 全額地代型

ﾃ゙ｨﾍ゙ﾛｯﾊ゚ 利ー回り
基準ｹー ｽ

賃料水準
10％低下

Cap Rate
0.5%悪化

開発期間
3年延長

基準ｹー ｽ
賃料水準
10％低下

Cap Rate
0.5%悪化

開発期間
3年延長

ﾘｽｸ対応案 7.3% 4.6% 4.7% 5.0% 17.2% 6.7% 12.3% 6.7%
対応無しの場合 - 2.1% 3.7% 4.1% - -2.9% 8.7% 1.8%

（変化） - 2.5% 1.0% 0.9% - 9.6% 3.6% 4.8%
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も利益が得られる） 

 ディベロッパーによるオペレーターへの予約契約は開発コンソーシアムの形成要件として重要であ

る。開発関係者への利益関係を形づくり、開発リスクの応分の分担を求め、スケジュール進展に向け

相互利益（Mutual Benefit）を増大させる仕組みとなる。予約契約の締結にはプロジェクトとして優

位性のある企画・事業提案が必要でディベロッパーの専門性がより求められる。 

 ディベロッパーについては高度な専門能力が求められているが民間開発者の開発からの撤退もあり、

ディベロッパー機能は低下しつつあり、寡占化が進行すると考えられる。一部の優良プロジェクトの

みにディベロッパーの参加が集中することも懸念される。注 12）幅広いディベロッパー機能の活用にあ

たっては公的ディベロッパー機能（開発公社等）や大学による開発調整（MIT 等によるコプリープレ

イス開発等）を活用する必要があろう。 

 

5-4-2 用途の複雑性への対応方策検討 

 用途毎の利回り格差の整合と利回り確保を図り、かつ複合効果を持ちつつ、用途別、棟別の単純な

権利関係（連立型）への開発方策を検討する。 

 

1)用途別地価配分 

①用途別の利回りの調整 

 用途毎に期待される利回りを確保するため、

オフィスの場合は平均地価が 3 百万円/㎡であ

るが、商業、ホテル、住宅について利回り確保

の水準を逆算した。利回りは一括テナント退居

のリスクとして商業に0.5%、ホテルに1.0%のプ

レミアムをつけ、住宅はオフィスと同等とした。

総合利回りはオフィス単体利回りより 0.1%上

昇し 6.2%となる。（これを基本ケースとする）地価総額としては全体がオフィスの場合に比して平均

地価は2.6百万円/m2となり3百万円/㎡に比べ▲12.8%の減価となる。（表5-13） 

 

②オフィスの地価負担力増加の活用 

 商業、ホテル、住宅とも利回りの適正化を図

った場合、用途毎の地価負担力はオフィスの

33%から73%程度である。全体として地価負担の

増加には4-2のアンケート結果にある複合開発

におけるオフィスの価値増加の活用がある。オ

表5-13 用途別利回りの調整 

オフィス 商業 ﾎﾃﾙ 住宅 駐車場 総合
各用途別容積率（％） 700% 100% 100% 100% (100%) 1000%
各用途別土地面積(㎡） 14,000 2,000 2,000 2,000 - 20,000
地価（百万円／㎡） 3.0 1.8 1.0 2.3 0.0 2.6
有効率（％） 65% 65% 65% 75% 100%  
建設費（百万円／㎡） 0.3 0.15 0.3 0.2 0.15  
賃料(千円／月坪） 25 15 20 15 3.5  
敷金（ｶ月） 12 12 0 1 12  
入居率 95% 95% 95% 95% 95%  
コミッション 10% 10% 10% 5% 10%  
賃料改定率（％／年） 1% 1% 1% 1% 1%  
Cap Rate(%)10年後 6.0% 6.5% 7.0% 6.0% 6.0% 6.0%

IRR（％） 6.1% 6.6% 7.1% 6.1% 3.5% 6.2%

表5-14 オフィスの地価負担力増加の活用ケース 

オフィス 商業 ﾎﾃﾙ 住宅 駐車場 総合
各用途別容積率（％） 700% 100% 100% 100% (100%) 1000%
各用途別土地面積(㎡） 14,000 2,000 2,000 2,000 - 20,000
地価（百万円／㎡） 3.6 1.8 1.0 2.3 0.0 3.0
有効率（％） 65% 65% 65% 75% 100%  
建設費（百万円／㎡） 0.3 0.15 0.3 0.2 0.15  
賃料(千円／月坪） 27.5 15 20 15 3.5  
敷金（ｶ月） 12 12 0 1 12  
入居率 95% 95% 95% 95% 95%  
コミッション 10% 10% 10% 5% 10%  
賃料改定率（％／年） 1% 1% 1% 1% 1%  
Cap Rate(%)10年後 6.0% 6.5% 7.0% 6.0% 6.0% 6.0%

IRR（％） 6.1% 6.6% 7.1% 6.1% 3.5% 6.2%
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フィスの賃料が10%上昇した場合はオフィスの地価負担が20%増加し、開発全体のオフィスの地価負担

力である3百万円/㎡と同等となる。オフィス以外の用途での地価負担力の低下を用途複合効果による

オフィスの価値増加で補完するスキームが有効となる。（表5-14） 

 

2)用途別容積利用 

 連立開発型で用途複合効果の発揮できる施設開発手法を検討する。地価負担の用途別按分は、プロ

ジェクト・ベースでの共同開発事業の用途別効用比として定められるケースが多い。用途毎の容積の

交換はあくまで開発パートナー間の合意を前提としており、第三者への流通性には乏しい。敷地とし

て一体であるが用途･容積･地価を棟別に配分しそれぞれを個別の不動産として独立性を確保し、しか

も相互の施設連関を深める手法が望まれる。開発用地を用途別の複合街区が集合したものと考え、用

途に応じた地価設定とし、相互に用途・容積を移転注 15)する。さらに商業施設などは低層で敷地を広

く要するがオフィスは高層で敷地は狭い。商業施設の敷地は容積率と地価水準を下げ、余剰となった

容積率はオフィスが取得する。オフィスの容積率と地価水準を増大させれば開発全体収支の改善と敷

地の有効利用が可能となる。 

①開発単位の用途と規模が適正に区分される。 

 棟単位の開発であれば開発フェーズにおいて棟単位で分割されるため合意形成を図り易い。運営フ

ェーズでの施設変更やリニューアルにも機敏に対応できる。 

②一体建物でないため段階開発が可能となる。 

 市場動向を見極め適正用途からの施設開発が可能となる。または商業などの集客施設の先行開発に

より計画地の認知度を高め、開発の誘引効果（リップルエフェクト）注 14)を期待することができる。

柔軟な開発計画 14)注15)としてスケジュールの調整が行いやすい。 

③街区を越えた容積移転の可能性がある 

 大手町・丸の内・有楽町地区で検討されている再開発地区計画内での容積の移転・交換が可能とな

れば集約された用途により規模の大きい特化用途の施設開発が可能となる。地区として大型施設によ

る複合用途効果が期待できる。 

 一体敷地の中での用途・容積率と敷地内相互移転についての法的な保全対応（登記など）と運営に

これからの検討が必要であるが開発リスクの低減と施設の運営・流動化に対応した開発手法として民

間開発者の要望に適合している。 

 

3)証券化の活用 

 不動産の証券化は所有権移転が容易な（流動性が高い）こと、取得額の自由性が高いこと、パート

ナーの倒産リスクがないことなど証券独自の特色がある。連立型開発のインベスターへの売却形態と

して可能性を持つ。しかし証券化にあたっては段階的な開発や施設のリニューアルを推進する施設開
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発者と、複合施設の運営面での相乗効果を図るための施設管理者の双方が必要である。現状の大型複

合施設では専門性と経験のある大手ディベロッパー及び系列会社が開発から運営管理まで受託する場

合が多い。複合施設を開発・管理する専門能力を持つ民間開発者の育成やコミュニティとの協調によ

る第三者機関の設立が望まれる。 

 

5-4-3 利回り向上への対応方策検討 

 民間開発者から要求のあるリスクプレミアム

1.6%の確保について公的補助などの外部方策を検

討する。開発リスクについては前二項の対応策に

より低下していると考えられるためリスクプレミ

アムについても半分程度（0.8%）程度の対応を目指す。基本ケースの利回りは6.2％である。 

 開発効果による地価の上昇と建物建設にかかわる固定資産税・都市計画税の50%を低減しTIF法注16)

として開発補助に活用する。この場合、利回りは0.8%上昇する。更に駐車場について公共の整備補助

とした場合は（建物建設費3億円）0.2% 上昇する。（表5-15） 

 これらの方策によりリスクプレミアムへの対応は可能である。 

 

5-4-4 対応方策のまとめ 

前３項により得られた、開発フェーズでのリスク低下、

用途の複雑性への対応、利回りの向上の３方策を図 5-1

で仮説とした複雑性軸と市場性軸および効用によるモデ

ルで位置付ける。 

 開発フェーズでのリスク低下と取組み活性化方策は複

雑性を緩和する方策として、モデルでは左向きの矢印に

位置付けられる。利回りの向上は市場性を高める方策と

して上向きの矢印に位置付けられる。用途の複雑性への

対応は分棟化による用途・権利関係の単純化と複合効果

による利回り向上の両面の効果があるため左上の矢印

に位置付けられる。 

 民間開発者から複雑性が高く市場性が低いとの評価のある都心更新プロジェクト（都市開発型プロ

ジェクト 更新型）であるが、これらの方策はプロジェクトとしての効用を高め民間開発者による取

組への誘導となる。 

表5-15 利回り向上策と効果 

基本ｹｰｽ 対応後 向上率
①固都税50％減額 7.0% 0.8%
②駐車場整備 6.4% 0.2%

6.2%

図5-6 対応手法の位置付け 
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5-5 まとめ 

 本章では民間開発者へのアンケート都心更新プロジェクトの推進についてリスク・リターンの用途

別・フェーズ（開発段階）別の分析およびプロジェクトの内部性（企画・開発手法）と外部性（関連

制度・体制）の両面からの検討の結果、以下の対応方策が得られた。 

 

第１に、推進の方策は複雑性軸と市場性軸および効用によるモデルで位置付けられる。 

 

第２に、開発フェーズのリスク低下と取組活性化として、地権者・オペレーター・インベスターと

の開発共同化（リスク負担）と開発の見直しオプションの設定が必要である。あわせてディベロッパ

ー機能の育成（開発公社、産学連携等）が望まれる。 

 

第３に、利回りの向上として、TIF（税収増分による開発資金補助）、公的補助等の活用がある。 

 

第４に、複雑性低減と市場性向上の対応方策として、分棟化による容積移転方式が柔軟性確保、利

回り調整、用途複合効果の活用の面から有効である。 

 

第５に、不動産証券化の活用と複合施設管理専門能力の育成が今後の課題である。
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■補注 

 

注１)リターン：投資からの収益性、収益率は利回りとした 

 

注２)2ha.は表1の都心更新プロジェクト事例の中間値として設定した 

 

注３)DCF 法：投資・収入･支出等のキャッシュフロー（資金の流れ）を年度毎に金利で割り戻し、現

在価値で評価するファイナンス手法。 

 

注４)Cap Rate：投資収益率。一般に、償却前収益（収入-費用）／投資額、 

 

注５)全体リターンは、自社開発の場合利回りの基礎としていた。 

 

注６)IRR：（Internal Rate of Return）内部収益率。あるプロジェクトの利回りがその同じ期間の債

権においてどれくらいの利率と同じかを試算する手法。 

それぞれの利回り算出式を以下に示す。 
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dr , ir , tr ：ディベロッパー利回り、インベスター利回り、全体利回り 

BTCFi ：各年の税引き前キャッシュ･フロー（資金の出入り） 

Id ：ディベロッパーの投資額 

Dd ：ディベロッパーの売却額=インベスターの投資額（収益÷Cap Rate） 

Di：インベスターの売却額（収益÷Cap Rate） 
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注７)Cap Rate、保有期間、IRR 利回りは「第 5 回不動産投資家調査結果」、財団法人 日本不動産研

究所、2001年4月を参考とした 

 

注８)借地は権利金を設定しない全額地代方式の定期借地方式とした。地代率は所有権での地価の６%

（相当の地代相当）とした。地価は賃料改定率にあわせ時点修正し地代水準を見直した。 

 

注９)Sweat  Equityと呼ばれるプロジェクト揺籃のため(汗を流した人々)の人件費、委託費、調査費

などである。 

 

注 10)社債発行において最も信用の高い水準（AAA）と投資適格の最低水準（BBB）の利回り格差（ス

プレッド）は２％程度である。 

 

注 11)売買予約契約の活用、開発型証券化を利用し証券としての事前売却など 

 

注 12)アンケートの自由意見欄に、優良案件に自社ビル開発やディベロッパーの取得価格が上昇しす

ぎるとの指摘が２件見られた。 

 

注 13)近隣街区間の容積移転は 1 団地認定、地区計画等による開発事例（日本プレスセンター、日比

谷シャンテ等）がある。 

 

注 14)リップルエフェクト（Ripple Effect）：開発による二次的な周辺への波及効果。一般にいう雪

だるま式に街づくりが進む状況。 

 

注 15)段階的開発手法の一例として商業施設を先行施設としてオフィスセンターの再開発を図ったボ

ストンのファネイルホール・マーケット・プレイスの事例がある。連立型再開発の事例として

はアメリカ再開発初期のプルーデンシャル・センター(ボストン)、ロックフェラー・センター

（ニューヨーク）等の初期の複合再開発が相当する。日本では文京グリーンコート（東京）、品

川シーサイド･フォレスト(東京）、丸の内１-１計画（東京）が連立型に近い開発方式である 

 

注 16)Tax Increment Financing:将来の開発効果による増収分をプロジェクト資金として公共が補助

する手法 
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第６章 開発プロジェクト利用の特性 

 

6-1 はじめに 

 

6-1-1 本章の目的 

４章において都市開発型プロジェクトの課題として「立地創造」が挙げられている。更に１章にお

いて指摘したとおり都市開発型プロジェクトの運営段階における問題が取り上げられている。このよ

うに都市開発型プロジェクトは需要対応としての企画と事業性評価が必要となる。本章では、開発さ

れたプロジェクトの利用（需要）面での分析として、企業本社の移転を採り上げた。 

その理由として本社移転に際しての経費や投資の規模は大きく回収にも中期的期間を要すること。

注１）更に、本社を移転するには商法上の会社登記も変更する手続きが必要な場合もあり、企業経営と

して株主等へのディスクローズ責任からもオフィス選定として立地及び施設の評価に合理的判断がな

されていることによる。 

金融、保険、不動産等の業務機能が都心の付加価値生産を担ってきたが、近年はソフトウエア開発

や情報産業等のいわゆるＩＴ産業も都心産業として発展をみせている。これらの業務と生産の場とな

るのがオフィスである。東京都心部の業務集積地域（ＣＢＤ２））を更に細分化した地区に特徴あるオ

フィス集積がみられる。本研究では、この地区をオフィスセンターと呼ぶこととする。オフィスセン

ターの密度は19,000～29,000事業所面積㎡/haの範囲となる。注２） 

 インターネットに代表される情報化の時代においては、逆に立地が重視されるという動きも見ら

れる。3,4）オフィスセンターも企業により選別されていると考えられる。ある特色を持った企業群が選

好するオフィスセンターは、その集積が、更に特定企業向けのオフィス開発を誘導し、特定企業の集

積とオフィスセンターの特色を一段と強めていくという循環が想定される。この循環メカニズムにつ

いても分析する。 

本章ではオフィスセンターに特定の選好性を持った企業が誘引される要因を企業の側面から分析

し、施設利用と立地形成の特性を分析する。更にオフィスセンターのモデル化によりそれぞれの位置

付けを明らかにする。その結果、民間の需要を把握し都市開発型プロジェクトの企画・選定に応用す

る。 
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図6-1 FMからのビル選定の観点 

図6-2 財務と効率のトレード・オフ状況 

 

6-1-2 財務軸と効率軸によるモデル化 

  オフィスセンター評価の軸として財務軸と効率軸を用いた。

企業経営の側面から財務軸（コスト・投資）は支出を削減する

役割や資本・借入金の有効利用を示す。効率軸（ビル・立地の

品質）は業務の生産性を向上させる役割を示す。この二軸の選

考理由として、ファシリティ・マネージメント（以下 ＦＭ7）

とする）では「財務」と「品質」の最適化を図りつつ、「供給」

から条件を満たす案件を選択することを目標としていることによ

る。(図6-1) 

２軸について企業の評価を合算したものを効用と定義する。

一般に効率軸で評価の高いオフィスは規模が大きく、新規のビ

ルで周辺にオフィスの集積がある立地であるが、賃料は高水準

となり財務軸の評価は低くなる。効率軸と財務軸の評価はトレ

ード・オフの関係となる。既存のオフィスについて市場原理に

より効率軸と財務軸の和は一定で均衡していると仮定する。企

業は東京都心において経営判断の変化に応じ最適なオフィスセ

ンターに存するビルを選択するものとする。２軸と効用（破線）

のモデルを図6-2に示す。 

 企業移転の選定理由は、オフィス空間から立地まで関与するため、スケール別にまとめオフィスセ

ンター選定に関する要件を明らかにする。(図6-3） 

なお本章の調査データは、第３章民間の都市利用として本社移転調査（2000年 1月～2001年7月：

73社）に含まれる。 

 

ｵﾌｨｽ ｽﾍﾟ-ｽ

ビル

街区

ｵﾌｨｽｾﾝﾀｰ

ｵﾌｨｽ･ﾚｲｱｳﾄ、設備　など

企業の本社としての施設内容
部門の配置　など

近隣にある商業ホテルや
交通機関など利便施設の充実　など

ｵﾌｨｽｾﾝﾀｰとしての企業集積
本社配置の利点　など

 

図6-3 選定理由のスケール別分類 

 

  

財務

効率 効用

効用均衡線

品質

供給 財務
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6-2 企業移転の分析  

 企業移転を空間と要因に分け分析したがその観点と定義を整理する。 

 

6-2-1 企業移転の空間分析 

 

1)賃料・立地による分類 

 立地の総合的な評価として市場原理で決定される賃料を指標として地区を順位付けした。データは、

IDSS1８）のデータを使用し移転の意思決定

時期にあわせ97～99年の平均値を用いた。

地区は仲介業者の分類をもとに都心から同

心円状に6つのランクに分類した。(表6-1） 

 

2)開発規模による分類 

 開発の規模を単独ビル、再開発、面的再

開発、新都心開発に分類した。特に新都心

開発は、新たなオフィスセンターの創出に

あたる開発規模とした。また、新規開発で

はなく既存ビルへの入居は単独ビル扱いと

した。（表6-2） 

 

3)企業の分類と特性分析 

 企業を東京証券取引所他の分類に従い業種を分類し、企業国籍として日本と外資系についても分類

した。(図6-4） 

 

 

 

 

 

 

図6-4 企業国籍と業種 
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ランク ゾーン区分 賃料水準 企業数 地区

1 丸の内 39,290以上 8 丸の内、大手町、有楽町

2 都心3区・副都心 19,270～30,003 16 西新宿、渋谷、赤坂、虎ノ門等

3 汐留･品川 17,930～18,997 19 汐留･品川および周辺

4 山手線内 15,330～17,343 7 築地、飯田橋等

5 山手線外周 12,817～14,976 15 芝浦、勝どき等

6 郊外拠点都心 12,410未満 8 千葉、船橋等

73 社合計　

表6-1 賃料ランク区分 

開発規模分類 ビル 再開発 面的再開発 新都心開発
規模ﾗﾝｸ 1 2 3 4

規模
（敷地面積）

1ha以下
街区の
一部ま
たは全
部

1ha以上
大きな街区全体
または小さな街
区の複合

3～4ha
連坦地区として複
数の用途のビルが
面的に整備

10haから20ha以
上
新たな道路の整
備が必要となる
規模

表6-2 開発規模区分 
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前項の分類に従い移転前後の所在地における賃料ランクによりマッピングした。(表6-3) 

 全体的に表6-4の右上は賃料ランクが移転前より

移転後に減少した企業で立地選好型とみられ、1～3

ランクに多い。反対に左下は賃料コスト削減型で 4

～6ランクに多い。 

 移転前と移転後のランクの変動を移転後のランク

毎に取ると1、2ランクではランク減少（小さい数値

のランクへの移動）、ランク3は横ばいであるが、ランク4、5、6では、ランク増加（大きい数値のラ

ンクへの移動）である。このように移転後に賃料の高いランクに行く企業とその反対の企業との二極

化が見られる。1～3ランクは賃料が増大してもオフィスの効率向上等のメリットを求める効率志向の

企業で、4～6ランクは反対に経費の削減を求める財務志向の企業と考えられる。 

  

移転後の賃料ランクをもとに開発規模を分析した。（表 6-4） 

ここで1ランクの歴史の古いオフィスセンターである丸の内・大手町・有楽町地区が既に開発され

ているため建替えを主体とした再開発が主体である

のに対し、3 ランクの新都心開発に相当する汐留、

品川地区は開発規模が大きく、対照的である。6 ラ

ンクについてはすべての企業がリストラクチャリン

グに関連し既存の自社関連物件かビルへの移転とな

っている。 

 

6-2-2 企業移転の要因分析 

 ヒアリングは移転の理由と目標について複数自由回答とした。その結果を移転の理由と目標に分類

し細分類まで同種の回答を整理し集約したものを表6-6に示す。その結果、移転の目標について財務

軸で５項目、効率軸で10項目に細分類できた。オフィスセンターの品質に挙げられる項目として４項

目が抽出された。(表6-5） 

 

移転前

移転後

１ランク 5 0 0 1 1 1 8
2ランク 1 10 1 2 1 2 17
3ランク 4 5 1 3 5 0 18
4ランク 2 1 0 4 0 0 7
5ランク 6 3 2 1 3 0 15
6ランク 0 4 0 1 3 0 8
小計 18 23 4 12 13 3 73

小計1ランク 2ランク 3ランク 4ランク 5ランク 6ランク

表6-3 移転前後の賃料ランクと企業数 

開発規模分類 単独ビル 再開発 面的再開発 新都心開発

移転後ﾗﾝｸ 1 2 3 4

１ランク 2 6 0 0 8
2ランク 5 7 5 0 17
3ランク 1 1 2 14 18
4ランク 3 1 3 0 7
5ランク 4 4 7 0 15
6ランク 8 0 0 0 8
小計 24 21 20 18 73

小計

表6-4 移転後の賃料ランクと開発規模評価 
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表6-5 財務軸と効率軸によるヒアリング結果の分析 

大分
類

中 分
類

ＦＭ項目 細分類 内容
件数

本社ビルの売却 経営戦略上から保有不動産を流動化 4

買い替え 本社の売却先と代替適地の出現 3

経営収支の改善 経営戦略上、賃料削減が必要 8

割高な賃料回避 賃料が周辺ビルに比して高水準 11

会社規模の拡大 合併等による会社規模の拡大 7

分散化 本社が分散し非効率、経営方針の不徹底 26

設備等への不満 ＩT対応や空調の不備 21

建替え 老朽化、耐震性不足等の要因で取壊し新築 8

賃料支払額の低減 賃料水準の安いエリアへの移転、入居面積縮小 6

自社ビル化による支払いコストの低減

原価償却メリットの追及

収益力増大 旧本社用地再開発による賃料収入の増大 11

自社物件への移転 賃料支払を無くし、自社物件の有効利用 6

運営コストの
低減

交通通信費低減 オフィス分散の場合の移動・連絡費用の増大
1

部門集約配置 部門が一体としてまとまる基準階面積 19

IT設備の充実 通信・電気・空調の容量が大きく、きめ細かいｺ 37

経営方針の統合化

部門間連携、コミュニケーションの増大

部門ニーズに合致したビル機能

効率的な施設の統合配置

アメニティ施設の充 ホテル、飲食施設が充実、近接 10
利便施設の充実 JR、地下鉄の経路が充実、近接 11

営業活動の効率化 部門営業先、企業との時間、距離の近接性 17

本社としてのｲﾒｰｼﾞ･情報発信

ショールーム等への来客を集められる立地

本社の拠点配置との
整合

本社分散の場合、中枢営業拠点、バック部門の
連携配置

6

社員の通勤と雇用条件の対応

外国人の生活支援、（学校、医療、住宅）

本社機能の集約化
52

本社機能に合致した
ビル設計

オフィスセン
ターの品質 来客への対応

社員の生活、リク
ルート対応

23

14

26

財
務

賃料支払の低
減

効
率

オ フ ィ ス ス
ペースの品質

ビルの品質

街区の品質

賃料支払の回避（自
社ビル化） 11

移
転
の
理
由

財
務

資産入替

賃料負担

効
率

狭隘化

老朽化

移
転
の
目
標

 

 

 なお各項目に回答があった企業数を全企業数（７３社）で除した割合を（％）で示した。 

①移転原因の全体分析 

 財務軸として賃料が「経営収支の改善」８件（11％）と「割高な賃料の回避」11件（15％）が、5、

6ランクに偏在している。効率軸として本社の「分散化」26件（31％）と「設備等への不満」21件（29%）

がランクに関わらず非常に多い。 

②移転目標の分析 

 財務軸からは「賃料支払の回避」11件（15％）が1から5ランクにわたり見られるが、賃貸ビルか

ら自社ビル建設のパターンであり、賃料支払いという P/L（経営収支）から自社ビル保有という B/S

（資産）への移行を目指した経営判断である。「収益力の増大」11 件（15％）は本社機能を集約化し

た企業が移転前の用地を再開発するケースである。3ランクの汐溜、品川に多く見られる。「自社物件

への移転」６件（8%）は６ランクに多く、経営上からの経費削減を最優先させた判断と見られる。 

 効率軸で最も特徴的なのは、「本社機能の集約化」であり、全体で72件うち52件（71％）を占める。

次に「IT設備の充実」が37件（51%）である。これらに関連する「部門集約配置19件（26％）と「本
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社機能に合致したビル設計」26 件（36%）があり、本社としての生産性向上に向け「オフィススペー

スの品質」と「ビルの品質」が企業のリストラクチャリングの中でも着目されていることがわかる。 

 1～３ランクについて見るとオフィスセンターの品質に関する「営業活動の効率化」17件（40％）「来

客への対応」20件（47％）「社員の生活、リクルート対応」13件（30%）を重要視しているのが特徴で

ある。これに対し４～６ランクの企業は効率目標について 1～３ランクの企業を下回るがその反対に

財務目標では「賃料支払いの低減」5件（17％）、「賃料支払いの回避」6件（20％）が上回っている。

このことから１～３ランクは効率軸で判断し４～６ランクは財務軸で判断するという反対の動向が確

認された。企業がオフィスセンターの特性を評価し選定しているのは１～3ランクと考えられる。（図

6-5） 
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図6-5 賃料ランク別移転理由分析 
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6-3 重点オフィスセンターの分析 

 １～３ランクの中でオフィスセンターとして集積している地区を抽出し重点オフィスセンターとし

て詳細な分析を行う。１ランクでは丸の内・大手町・有楽町地区（８社）で丸の内オフィスセンター(以

下、丸の内とする）とする。２ランクでは赤坂・虎ノ門地区（５社）、西新宿地区（３社）渋谷地区（７

社）があげられそれぞれ赤坂、新宿、渋谷オフィスセンター(以下それぞれ赤坂、新宿、渋谷とする）

とする。３ランクでは汐留地区（６社）と品川地区（６社）があり双方とも新都心開発型の地区であ

るため汐留・品川オフィスセンター(以下、汐留･品川とする）として分析を進める。 

 

6-3-1 重点オフィスセンターの個別分析 

 重点オフィスセンター別の移転目標と関連資料として企業、交通機関、店舗・ホテルの数をとりま

とめた。（図6-6、表6-6） 

1)丸の内の分析（図6-6、表6-6) 

 丸の内への移転企業は賃料にプレミアムがあっても企業活動の効率を高めるため「オフィススペー

スの品質」と「オフィスセンターの品質」の両面を求めている。「オフィススペースの品質」について

は移転先のビルとして新築物件のみが選択され、既存の歴史あるビルは選択されていない。 

 「オフィスセンターの品質」として「営業活動の効率化」（100%）、「来客への対応」(75%)、「社員の

生活・リクルート」（63%）の三項目が非常に高い。当オフィスセンターは上場企業数が多く交通アク

セスも良いためこの結果となったことが考えられる。（表6-7） 

 丸の内はオフィスセンターとして周辺の企業の集積があり、交通機関の利便性に富み、リクルート

等のイメージ顧客への対応などオフィスセンターとしての集積資産に強みがあると考えられ、財務軸

よりも効率軸を重視した目標を持つ企業が移転してきている。 
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図6-6 重点オフィスセンターの移転目標の分析 

 

表6-6 オフィスセンターの企業等比較 

丸の内 汐留 品川 新宿 赤坂 渋谷
103 16 7 45 44 23
80 1 1 3 166 1

うち金融機 53 0 0 3 52 1
39 16 43 2
195 82 69 346 49 234

JR 10 5 5 5 0 2
うち新幹線 3 0 予定１ 0 0 0

私鉄 0 1 1 3 0 3
地下鉄 6 3 1 3 6 2

大型ホテ 2 予定3 4 4 3 予定１
小売店店舗 396 289 180 1,366 334 1,062
飲食店店舗 322 344 - 969 519 885

売上 (億円） 1,861 600 178 10,098 393 4,041
99年東京都事業所統計、会社四季報、外資系企業総覧、森ﾋﾞﾙ資料等から作成

店舗 店舗数

交通機関 乗降客数(万人/日）
路線数

(件）

今後のビル供給：2001から2005 28

ｵﾌｨｽ・ｾﾝﾀｰと周辺地区
企業数 上場企業本社数

外資系企業数

 

運 営
ｺ ｽ ﾄ
の 低
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2)汐留・品川の分析（図6-6、表6-6） 

 2 つのオフィスセンターとも新都心開発型として開発規模に共通点がある。効率軸では「ビルの品

質」での「本社機能の集約化」（100%）、「本社に合致したビル設計」（83%）に特徴がある。交通機関の

利便性は高く,品川には将来的に新幹線の整備も計画され交通上の立地ポテンシャルは極めて高い。 

 財務軸から「賃料支払いの低減」の中での「収益力増大」（50%）が挙げられる。これは、移転前本

社を再開発し、より収益力の向上を図るものである。 

 また、自社所有ビルが12企業中10企業と際立って多い（88%）のが特徴である。賃料支払い（P/L）

よりも資産形成（B/S）に向かっている。本社という資産を所有する場合は大きな資本投下となるが、

それに耐えうる信用と資金を持つ企業体力のある企業が集約している。 

汐留・品川の移転企業の多くは入札にて用地を取得していることから、経営の意思決定において本

社ビルの所有が賃貸より合理的との判断がなされたと推察される。その結果、企業経営に必要な財務

と効率の両面の向上を狙った移転であると考えられる。街区の品質として「アメニティ施設の充実」

は現在のところ評価が低い。しかし、「オフィスセンターの品質」として「来客への対応」の期待は高

く、将来のオフィスセンターとしての発展が本社進出する企業間で進められるという自負が見られる。 

 

3)赤坂の分析（図6-6、表6-6） 

 ５企業あり、うち 3企業が外資系金融（2社）と IT（1 社）企業となっているこの内、外資系から

「街区の品質」である「アメニティ施設の充実」とオフィスセンターの品質である「社員の生活、リ

クルート」の重視が見られた。具体的外資系独自のニーズとして 

 

①国際居住ゾーン（港区）への接近性 

 ・国際的教育機関（幼稚園、小中学校）、医療機関、大使館 等 

②国際アメニティとしての施設の充実 

 ・外国語の通じるレストラン、各国クラブ施設等 

③複数のホテルへの近接 

 

が挙げられる。これらの要因により赤坂オフィスセンターにおける外資系企業数は166社と丸の内

の80社に比して多い。但し、外資系金融機関については丸の内の53社に対し52社である。ヒアリン

グによると、丸の内立地型には「社員の生活、リクルート」より｢営業活動の効率化｣を優先していた。 

 赤坂オフィスセンターでは外資系企業に対して「社員の生活、リクルート」に強点を持つ。 
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4)新宿の分析（図6-6、表6-6） 

 3 企業あるが、いずれも、外資等の消費者向けソフトウエアのＩＴ企業である。うち大手企業２企

業からは「オフィスセンターの品質」である「本社の拠点配置との整合」としての回答が特徴であっ

た。本社を営業部門、事務部門、研究部門（Ｒ＆Ｄ）、顧客対応部門（コールセンター）に分けており、

この順に都心から郊外へと配置している。この立地政策は赤坂、立川に立地する外資系ＩＴ企業２社

からも同様のヒアリング結果を得た。新宿の立地が選好される理由は交通機関の利便性と後背地の住

宅地域（ニュータウン）の存在である。研究部門は欧米でよく見られるように郊外のオフィスの方が

社員の住宅に近接し利便性は高い。顧客対応のコールセンターについては教育水準が高い主婦の採用

と通勤の面から住宅地域への立地が望ましい。反対に営業部門は顧客である大手企業に近接した丸の

内や赤坂オフィスセンターの立地が見られる。郊外と都心の中間に位置するのが、新宿であり、交通

機関が郊外に向かう私鉄と都心交通である地下鉄、中央線・山手線の結節点となっている。 

 大手ＩＴ企業にとって新宿オフィスセンターは「オフィスセンターの品質」として「本社の拠点配

置」に最適な立地であるという強点を持つ。  

 

5)渋谷の分析（図6-6、表6-6） 

 特に明確な特性は見られず、平均的で企業（７社）の業種も多様である。渋谷の特性は、今回の調

査では調査対象外となっているIT（情報・通信技術）関連のベンチャー企業の立地として注目されて

いることが挙げられる。IT企業の立地では渋谷が34.8％の企業により希望され2位の新宿、恵比寿を

大きく引き離しているとの住友信託銀行の調査 18）がある。国土庁の調査においても渋谷駅周辺にはソ

フト計IT産業の事業所が450社程度集積し、秋葉原駅の650社に次ぎ2位となっている。しかし企業

内容として94年以降の創業が48%で平均従業員数は78人と小規模であり 19）今回の調査には出現しな

かったと考えられる。このような特定業種の集積はクラスター20）と呼ばれる。渋谷の強点は IT クラ

スターの萌芽にある。 

 

6-3-2 重点オフィスセンターの比較 

 上記の分析の結果、それぞれオフィスセンターの比較優位の内容をまとめた。 

（表6-7） 

表6-7 重点オフィスセンターの比較優位のまとめ 

ｵﾌｨｽｾﾝﾀｰとしての特性
（比較優位性）

補完事項

丸の内
既存集積を生かした「営業活動の効率化」と「来
客への対応」

交通利便性
企業集積

汐留･品川
新ｵﾌｨｽｾﾝﾀｰとして「来客への対応」（イメージ
確立）への期待

自社ビル化による「ﾋﾞﾙ品質」の向上と財務
面での「収益力の増大」

赤坂
国際居住環境による外資系企業の「社員の生
活・ﾘｸﾙｰﾄ」

外資系企業集積

新宿
都心と郊外の接点としてIT大手企業の「本社の
拠点配置との整合」

郊外交通とのﾀｰﾐﾅﾙ拠点

渋谷 ITﾍﾞﾝﾁｬｰ企業の「ITｸﾗｽﾀｰ」としての自己伸張 IT企業の集積
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6-4 重点オフィスセンターのモデル化による評価 

 

6-4-1 財務軸・効率軸の考察 

 これら5つのオフィスセンターの中で対照的位置

付けにあるのは丸の内と汐留･品川である。開発規模

は、丸の内の既存ビルの建替えに対して汐留･品川は

新都心の開発という対比がある。更に移転理由の比

較を行うと、（図8）丸の内は「営業活動の効率化」

に代表される効率軸でのメリットのあるオフィスセ

ンターである。それに対し汐留・品川は特に「本社

取得」と「収益力の増大」など不動産保有による財務軸でのメリットが伺える。両メリットについて

定量的分析を行いオフィスセンターの特性を証明する。(図6-7) 

 

1)丸の内における効率軸でのメリットの考察 

 「営業活動の効率化」を、丸の内での効率軸でのメリットの代表的な指標と考え検証を行った。特

定企業について実際の訪問営業先と頻度設定をヒアリングした。オフィスセンター毎に営業先への頻

度と移動時間を計算し日常の営業活動に要する平均移動時間を算定した。行き先は千代田区、中央区、

港区の三区で過半を占める。なお、遠隔地については出張扱いとしてこのデータには入れていない。

その結果を表6-8に示すが、丸の内の平均移動時間が最も小さく17.7分である。 

 次に人件費コストと一人当たりオフィス面積を仮定し丸の内の移動時間を基準に、その他の地区が

余分に要する時間を坪あたり賃料に換算した。 

前提条件は以下のとおり。給与1,000万円、会社経費1,000万円として合計2,000万円／人・年と

し年間労働時間2,000時

間、勤務日数250日／年

と仮定し、現在の一人あ

たりオフィス面積 15.2

㎡／人（JFMA調査にもと

づく）とした。 

その結果、丸の内は渋谷、

新宿と比して賃料にして

月当たり坪１万円相当の

移動時間の削減による人件費の節減効果が認められた。参考に臨海副都心について同様の試算では 4

生産性軸での評価 コスト軸での評価

開発規模小さい 丸の内
（既存集積と歴史）

開発規模大きい
汐留･品川
（新しく集積を形成
中）

新宿
赤坂
渋谷

 

表6-8 オフィスセンター毎の営業活動時間と削減時間の賃料換算 

丸の内
（大手町・東

京）

臨海副都
心（国際展示

場）
汐留
（新橋）

品川
（品川）

新宿
（新宿）

六本木
（神谷町）

渋谷
（渋谷）

千代田区 8.4 35.0 13.8 20.2 20.8 21.6 23.2
中央区 10.8 35.4 10.8 19.8 27.6 15.4 24.6
港区 12.4 38.0 9.0 12.2 23.6 18.6 15.6
新宿区 19.5 49.0 25.3 26.7 7.7 27.0 16.5
渋谷区 23.6 46.4 22.0 20.8 11.0 22.2 8.4
豊島区・文京区 17.0 46.3 26.0 29.3 14.5 28.5 21.5
台東区・江東区・墨田区 14.8 43.0 17.5 20.8 27.8 28.0 28.8
品川区・大田区 23.7 47.3 18.3 10.3 26.7 30.3 19.7
その他 39.2 65.0 39.8 40.2 45.2 52.4 45.4
平均移動時間(分） 17.7 44.5 19.2 22.6 25.3 27.2 24.4
追加時間賃料換算（円/月坪） 基準　０ 40,366 2,222 7,292 11,469 14,220 10,041

平均移動時間(分）

行先ゾーン

図6-7 丸の内と汐留･品川の比較 
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万円相当となる。このことからも営業を重視する企業が同地区から丸の内に移転した事例も説明され

る。 

 

2)汐留･品川における財務軸でのメリットの考察 

 汐留･品川において、本社ビル所有の場合における財務軸メリットの検証のため20年間での本社所

有の場合の現在価値注３）（現価）を主要なオフィスセンター毎に比較した。前提条件は以下の通りであ

るが、賃料については 1999 年の大型ビルの賃料（IDSS 調査）とし、地価と容積率は入札事例（新聞

データによる）を根拠としているが汐留と品川及び赤坂については新規事例でもあり賃料については

仲介業者へのヒアリングにより修正を加えた。開発効果を見込んでか現状より高い水準となっている。 

本試算の前提条件は以下のとおり 

  ①投資期間20年 

  ②オフィス入居率100%（自社入居） 

  ③オフィス面積20,000㎡ 

  ④オフィス以外の入居率95% オフィス以外の賃料15,000円／月坪 

  ⑤売却時キャップレート 6% 

  ⑥割引率 3% 

  ⑦賃料上昇率 地区により0.0%から1.0%  

  ⑤～⑦は日本不動産研究所 第四回不動産投資家調査を参考とした 

 

 汐留と品川では所有の場合に現在価値が77億円から121億円となる水準にあり、所有が有利と判断

される。更に減価償却によるタック

スシェルター効果（節税）も31から

32億円考えられる。一方丸の内では

タックスシェルター効果を合わせて

も▲44 億円（▲75+31）となる。赤

坂では汐留・品川と丸の内の中間レ

ベルにある。(表6-9） 

 

 

 

汐留 品川 丸の内 赤坂
百万円／平米 7.000 3.150 17.500 2.300
全体容積率（％） 1200% 1000% 1200% 500%
　うちオフィス容積率（％） 1000% 800% 1000% 436%
大型ビル99年賃料(千円／月坪） 24.440 23.140 41.170 21.520
設定賃料(千円／月坪） 35.000 25.000 41.170 25.000
賃料改定率（％／年） 0.00% 0.20% 1.00% 0.20%
IRR（％） 4.92% 4.75% 2.37% 3.79%
現在価値(億円） 121 77 -75 38
現価ﾀｯｸｽ･ｼｪﾙﾀｰ(億円） 31 32 31 30

表6-9 本社ビル投資の現在価値 



88

6-4-2 財務軸・効率軸でのモデル化 

 前項でコスト軸と生産性軸の評価の事例検証が行い前提条件の設定により定量的に検証できた。し

かし効率軸の評価の定性的分析でさえもＦＭとして検討されている段階でありすべての数量化は困難

な状況にある。ここでは効率軸について、オフィスセンターの品質の評価を主体に位置付ける。財務

軸については当該オフィスセンターにおける賃料水準（オフィスのコスト）や移転企業独自の財務メ

リット等を主体に位置付ける。 

 丸の内は賃料水準が際立って高く、企業集積と交通利便性からの営業効率等の高さにより右上の位

置となる。汐留・品川は交通利便性とビル品質から丸の内に準ずる賃料水準が想定されている。しか

し財務軸において移転前用地の再開発やビル所有のメリットの効果により位置が右にシフトすると考

えられる。その結果、効用としては他のオフィスセンターを上回ったと考えられ、丸の内等から汐留･

品川への企業移転(4件）を裏付ける。新宿と赤坂についてはそれぞれ「本社の拠点配置との整合」と

国際企業の「社員の生活・リクルート対応」に独自性

がある。財務軸への位置付けは賃料水準の順番に中心

付近に配置した。なおこれより右側については賃料分

類ではランク４から６にあたる地区のオフィスセンタ

ーを想定している。（図6-8） 

この結果、財務軸と効率軸による効用が、他に比して

高い新規開発エリアである汐留・品川は、既存の集

積からの企業移転を誘発し新たな企業集積がなされ

ている。 

  

次に企業の移転パターンを同じモデル化の基軸でまとめた。(図6-9） 

中心付近を賃料ランク３程度の「中核企業」呼ぶとすると丸の内オフィスセンターに相当するのは

「成熟企業」と考えられる。１から３ランクにおいては左上に向かうベクトルが見られた。反対に丸

の内オフィスセンターから建物の品質が劣り割高な賃料であるとして財務軸を重視した１３企業の転

出もあり「立地見直し企業」とする。「財務見直し企業」としてさらに右下に向かうベクトルも４から

６ランクの企業において見られた。つまりは「スタートアップ企業」というのが右下にあるとすれば

図6-8 重点オフィスセンターの位置付け 

図6-9 企業の移転パターン 

財務

効率 効用

丸の内

赤坂
新宿

汐留･品川

渋谷

効用

丸の内

赤坂
新宿

汐留･品川

渋谷

財務

効率 効用

成熟企業

財務見直し企業

中核企業

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ企業

立地見直し企業

効用

成熟企業

中核企業

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ企業

図6-10 汐留・品川への移転パターン 

効用

成熟企業

中核企業

汐留･品川

財務

効率
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企業の発展は左上に向かって進むが、立地及び財務見直しにより逆に進む企業もある。汐留・品川は

本社所有ができる財務体力を持つ企業にとり効用が高く、中核企業のみならず成熟企業からも移転を

誘発している。（図6-10） 

 

6-4-3 オフィス大量供給への対応 

 2001年から2005年にかけオフィスの大量供給が見込まれており、2003年がピーク21）となっている。

財務軸と効率軸の観点から詳細に検討した丸の内と汐留・品川について今後の対応を検討する。 

 丸の内はオフィスが面的に連坦しており企業の集積に最も優位性がある。今後の新規ビル供給によ

り優良大手企業の流出を防ぎ、新しい企業を誘導する戦略が望まれる。更に八重洲側にも予定される

開発を連携し東京駅周辺ゾーンを形成し、より集積効果を発揮すべきである。この集積により営業効

率に代表される効率軸は更に向上する。 

 汐留・品川は本社を所有する企業にとっては財務軸でのメリットがあるが、テナントとして入居す

る企業にとってはそのメリットを享受できない。テナント企業の誘致が進まないとすれば新都心とし

ての集積も遅れオフィスセンターとしての認知が遅れる可能性がある。速やかなテナント誘致を図る

ため、想定されている賃料水準にふさわしいオフィスセンターとしての効率軸での評価向上に向け、

開発全体として街づくりを一体的に推進する必要がある。 
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6-5 開発と需要の循環について 

 

 東京のオフィスセンターについて開発と需要の関連が汐留・品川において見られた。しかし現状で

もオフィス開発が進行中であり本社の移転は継続中である。そのため全体の需要が減少し競合市場で

あること、新規供給が少ないこと、東京に次ぐオフィス市場であることから大阪市を例に分析を行う。

大阪の位置付けについては表6-10に示すとおり大阪は空室率が高く、かつ需要減少が続いている市場

に位置付けられる。なお、東京がオフィス開発の主要な市場であり、新規需要も大きいことが挙げら

れる。 

表6-10 大阪の位置付け 

単位：坪、貸室総面積は2002年末時点

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
新規供給面積 104,468 106,156 103,548 112,245 147,719 126,669 311,063
新規需要面積 194,925 39,490 44,124 258,684 102,559 -40,743 貸室総面積（坪）

空室率 4.7% 5.4% 5.9% 3.8% 4.3% 6.1% 8,885,361
新規供給面積 8,248 5,936 7,056 21,228 6,632 2,966 11,097
新規需要面積 14,501 -4,562 -5,317 15,039 -1,414 -17,881 貸室総面積（坪）

空室率 3.7% 4.8% 6.1% 6.1% 6.3% 8.2% 974,711
新規供給面積 35,456 22,770 32,484 40,535 33,183 18,251 32,471
新規需要面積 34,544 -27,384 -24,330 44,242 -4,274 -36,018 貸室総面積（坪）

空室率 5.7% 7.3% 9.0% 8.7% 9.4% 10.4% 3,000,830
新規供給面積 3,388 7,964 15,555 5,571 9,877 10,140 16,277
新規需要面積 11,373 994 5,751 1,750 4,571 -5,265 貸室総面積（坪）

空室率 3.8% 5.2% 7.0% 7.7% 8.6% 11.4% 518,646

出典　生駒データサービス

福岡市

地区名

東京23区

名古屋市

大阪市

 

 

賃料についても下落しており表6-11に示す。1992年に比して35％程度の下落となっている。 

 

表6-11 大阪市の主要オフィスセンターの募集賃料推移 

募集賃料単位：円／坪

年 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001
９２年からの
下落率

大阪全体 15,670 14,400 13,320 12,560 12,180 11,730 11,500 11,130 10,900 10,460 -33%
梅田 20,170 17,330 16,900 16,190 15,610 14,970 14,500 14,400 14,130 13,440 -33%
堂島･中之島 21,900 20,490 17,850 17,190 15,980 15,400 15,200 14,790 15,110 14,320 -35%
淀屋橋 22,020 17,950 17,040 15,070 14,000 13,870 13,920 13,200 12,480 12,740 -42%
本町 18,670 16,360 14,700 13,550 14,060 12,620 12,300 11,970 11,470 11,220 -40%
心斎橋 18,660 17,310 15,250 14,420 13,660 13,100 13,330 12,900 12,780 12,390 -34%
難波 15,180 15,210 15,210 14,380 13,470 13,160 13,180 13,070 12,700 11,860 -22%
新大阪 14,540 12,880 11,870 11,230 11,000 10,520 10,430 10,050 10,010 9,430 -35%
天王寺･阿倍野 － － － － － 10,850 11,630 11,120 11,100 11,000 －

出典　生駒データサービス  

 

大阪市での企業移転の状況として大手仲介業者の分析では次の2点が挙げられる。 

①効率：新築またはより設備の良いビルに向かう、立地は同区内での移転が多い 

②財務：賃料水準は同程度または若干の増加、効率化による面積減少で賃料総額は減少 
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 これらの特性から競合市場においては下図に示すモデル

となる。東京のオフィスセンターにおいては効用均衡線が

固定されていたが、競合市場である大阪においては賃料水

準の下落により自然発生的に「効用」は増大するため均衡

線の右側シフトとなる。 

ビル品質の高い新築ビルが既存ビルと同等の賃料総額

となれば既存ビルから新築ビルへのテナントの移転を誘発

される。新築ビルは現状（移転前）の賃料総額を確保しな

がら新規テナントの誘致ができる強みがある。既存ビルは

効用を高めるため更なる賃料水準の低下を図る必要がある。（図6-11） 

この仮説に基づき新規開発と新規需要を分析した。大阪市のオフィスセンターとする。（表6-12） 

 

表6-12 大阪市での新規開発と需要 

過去10
年

過去5年 過去3年
過去10

年
過去5年 過去3年

過去10
年

過去5年 過去3年

1 淀屋橋 181,400 25,396 16,473 7,817 14.0% 9.1% 4.3% 4,673 4,965 1,442
2 北浜 93,622 20,180 329 29 21.6% 0.4% 0.0% 7,162 -7,025 -2,503
3 本町 267,066 33,942 8,567 3,269 12.7% 3.2% 1.2% -807 -6,357 -4,257
4 堺筋本町 230,367 22,013 2,261 0 9.6% 1.0% 0.0% -3,625 -8,494 -6,848
5 天満橋 122,270 12,853 1,939 808 10.5% 1.6% 0.7% -6,831 -6,719 -3,859
6 谷町４丁目 87,174 24,090 1,731 1,122 27.6% 2.0% 1.3% 2,114 -6,471 -1,145
7 ＯＢＰ 69,440 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% -3,677 -2,142 -459
8 肥後橋 115,555 25,611 1,867 1,066 22.2% 1.6% 0.9% 4,894 -8,633 -4,226
9 西本町 151,444 18,196 4,694 2,524 12.0% 3.1% 1.7% -2,626 -5,586 -234
10 四ツ橋 102,592 12,635 3,338 1,371 12.3% 3.3% 1.3% -1,514 -3,191 383
11 心斎橋 132,267 13,301 1,826 1,367 10.1% 1.4% 1.0% -1,264 -7,728 -2,971
12 長堀橋 108,111 21,569 2,082 2,082 20.0% 1.9% 1.9% 7,886 -4,200 -511
13 難波 78,908 9,513 1,540 1,301 12.1% 2.0% 1.6% -1,255 -3,492 -637
14 梅田 377,463 48,065 20,534 18,785 12.7% 5.4% 5.0% 9,759 -5,588 741
15 堂島・中之島 278,156 66,867 39,898 20,674 24.0% 14.3% 7.4% 33,047 24,572 15,634
16 西天満・南森町 170,935 20,237 4,763 1,906 11.8% 2.8% 1.1% -5,885 -8,558 -4,215
17 中津 45,510 14,109 706 153 31.0% 1.6% 0.3% 8,096 -2,283 -2,869
18 福島 37,672 11,303 3,735 2,534 30.0% 9.9% 6.7% 7,142 926 2,147
19 新大阪 220,554 67,195 25,322 24,338 30.5% 11.5% 11.0% 40,338 7,232 14,915
20 天王寺・阿倍野 25,929 4,561 4,561 0 17.6% 17.6% 0.0% 3,649 3,649 2,449
21 江坂 104,396 14,537 651 416 13.9% 0.6% 0.4% -668 -6,777 -3,161

合計　２１ゾーン 3,000,830 486,175 146,817 91,562 16.2% 4.9% 3.1% 100,608 -51,899 -184

優良ストックのシェアは10年で10％、5年で5％、3年で3％を基準とした。この比率では建築耐用年数100年となる。
大阪の重点地区は150千坪以上の８ゾーンとした
出典　生駒データサービス

優良ストックのシェア
過去の新規供給量／2002

年貸床面積
需要増減

NO. ゾーン名

2002.12
貸室総
面積
（坪）

新規供給面積

 

  

図6-11 競合市場における効用モデル 

財務

効率 効用
同程度のコスト
で新築ビルへ移
転

既存ビルの
賃料水準低下
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大阪市内の代表的７つのオフィスセンターとして貸室総面積150千坪以上の規模がある、淀屋橋、

本町、堺筋本町、西本町、梅田、堂島・中之島、西天満・南森町、新大阪を分析した。その結果、過

去５年間について新築ビルの供給が少ない本町、堺筋本町、西本町、西天満・南森町の4地区につい

て需要の減少が見られた。逆に淀屋橋、梅田、堂島・中之島、新大阪は過去10年間、5年間、3年間

とも新規供給が多く、新規需要も対応して多い。この３地区について調査したところ、下記の特性が

見出された。 

 

梅田、新大阪について 

①大規模開発用地が存在：大阪駅西、大阪駅北 

②国土・地域軸への近接：新幹線、JR・阪急・阪神 

③低未利用地での大型オフィスビルの用地 

 

淀屋橋、堂島・中之島について 

①建替えの進行：既存本社建替え、売却後新規企業本社ビルの新規開発 

②既存企業本社の集積 

③大型オフィスビルの建替え開発 

 

 梅田・新大阪は比較的新しいオフィスセンターで交通利便性と用地確保に優位性がある。淀屋橋、

堂島・中ノ島は歴史ある大阪の中心オフィスセンターとして認識され地区の「暖簾」に優位性がある。

これに比べその他のオフィスセンターはこれら2つのオフィスセンターほどの明確な優位性が無い。

そのため開発がこの2つのオフィスセンターで見られその開発が更なる集積を生み出すという循環が

発生している。民間開発者の開発が民間の利用を促進し都心の変容を先導している。 

 結論として需要が限られている大阪において開発と需要の循環サイクルが確認された。このような

オフィスセンターの開発と需要の循環は競合市場（需要減少市場）において顕著と考えられる。開発

の推進されるオフィスセンターが開発の停滞するオフィスセンターの需要を取ってゆく構図となりオ

フィスセンターの発展と停滞の二極化を招く。成長が懸念される都市ほどオフィスセンター成長誘導

にむけた適切な開発の誘発が望まれる。 
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6-6 まとめ 

 本章では企業の本社移転を事例としたオフィスセンターの分析により開発プロジェクトの利用

（需要面）について以下の知見が得られた。 

 

第１に、オフィスセンターは財務軸と効率軸および効用によるモデルにより位置付けができる。モ

デルの活用により企業の移転動向やオフィスセンターの比較優位が分析できる。 

 

第２に、企業は経営環境により変化する、それぞれの尺度により立地選好性は多様である。 

 

第３に、財務軸と効率軸による効用が、他のオフィスセンターに比して高いオフィスセンターは、

既存のオフィスセンターからの企業移転を誘発し新たな企業集積が見られる。 

 

第４に、開発と需要の循環として、新規開発は新規需要を引き起こし更に新規開発を誘発する循環

がありオフィスセンターの発展と停滞の二極化を生む。 
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■補注 

 

注１) 前提条件としてJFMA データを用いて試算 

企業の移転コストを入居面積20,000㎡（6,000坪）の場合で試算 

人員 1,316人（15.2㎡/人：JFMA調査にもとづく） 

オフィス内装費用 82,400円/㎡ 

原状回復費用   40,900円/㎡：内部造作分相当 

引越費用      6,600円/㎡：一人当り10万円と仮定 

費用は総額 25.98 億円（一人あたり 197 万円）の投資となり相応の生産性の向上が見込まれる

必要がある。または賃料の削減で回収する場合も賃料が月坪 5 千円下がったとしても年間 3.6

億円の節減では回収にプライムレートの金利２％としても7.9年を要する。 

 

注２）密度は宅地率５０％、オフィスのレンタブル比６０％、事務所比率８０％として容積率８００％

から１２００％により試算 

 

注３)現在価値（現価）借り入れ金利などにより時系列的に割引、開発によるキャッシュフローの総和

を現在手元にある現金の価値に直したもの。プラスの場合は借り入れを行っても投資回収の上

利益が出たと考えられる。IRRは内部収益率でプロジェクトの利回りに相当する。 
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終章 各章の要約 

 

現在、都市ストックに劣化が見られ、これについての更新が必要であり、加えて経済の安定成長期

を迎え都市再生の観点からも大型都市開発プロジェクトの促進が都市経営の重要なテーマに位置付け

られている。 

今後の都市経営において都市の発展に寄与する都市開発型プロジェクトに着目した。都市開発型プ

ロジェクトとは①質、②量、③時間軸により分析し「特色のある用途・施設内容、充分な規模、開発

の波及効果」のいずれかを持つものとした。都市の開発と利用の実質的な主体である民間（以下法人

である企業とする）のうち都市開発型プロジェクトに関わる民間開発者に注目し研究する。 

本研究は、都市発展に寄与する都市開発型プロジェクトについて、開発推進（供給面）と利用（需

要面）における民間開発者からの評価に対応した促進方策の立案を目的とする。 

 

本論分は序章（１～２章）、本論（３～６章）、及び終章（要約）により構成されている。 

 

「１章 研究の背景と必要性」では研究に着目した背景を述べている。都市開発型プロジェクトに

ついて、都市への影響から①更新②転換③拡大④創造に類型化した。財政の効率化を図るため「民間」

の活用が都市開発と都市成長に求められている。しかし、民間開発者の開発機能の低下および都市開

発型プロジェクトの見直しや運営段階の事業収支・債務問題が見られる。 

 

「２章 研究の位置付けと目的」では研究の観点・目的、既往研究からの位置付け、論文の構成に

ついて述べている。民間開発者の分析手法は、都市計画における研究が進んでいないこと、欧米の研

究手法として見られること、民間開発者の変化動向の背景と理由を把握できることからヒアリング手

法（アンケートを含む）とした。本研究は既往研究の少ない民間からの視点から経営学の手法を導入

し都市発展に寄与する都市開発型プロジェクトあり方と促進の具体的方策を立案する実務的研究に位

置付けられる。 

研究のフローとして民間開発者の特性と変化の把握を３章で行い、都市発展の開発（供給）面につ

いて都市開発型プロジェクトの位置付けを４章で、推進方策の立案を５章で行う。民間の都市利用（需

要）面についての分析を６章において行う。５，６章は比較する事例が多いことから東京都心部を重

点的な研究対象とした。終章はまとめである。 

 

「３章 民間開発者の特性と変化」では開発プロジェクト推進にかかわる民間を「民間開発者」と

定義した。民間開発者をプロジェクトのフェーズ別でディベロッパー、オペレーター、インベスター

の３者に分類した。ディベロッパーは主に開発フェーズを担う不動産開発会社や一部のゼネコンが相
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当する。オペレーターは運営フェーズを担う商業やホテル運営会社やオフィスの管理運営委託を請け

負うビル管理会社などが相当する。インベスターは投資を主とする機関投資家（生命保険、投資銀行）

や不動産ファンド会社が相当すると定義した。 

バブル崩壊後での民間のうち民間開発者の動向変化を探るためヒアリング・アンケートによる概要

調査(1998年 10月～1999年 1月：11社)と詳細調査(2000年 3月,5月：34社)を行った。これらのデ

ータは４章、５章の課題抽出にも活用している。６章について民間の都市利用として本社移転調査

（2000年 1月～2001年 7月：73社）を行った。 

その結果、第１に、民間開発者は開発機能の低下があり、役割の分化と機能の特化にあわせ再編が

見込まれる。第２に、民間開発者のプロジェクト評価は投資回収期間の短期化とリスクを見込んだ利

回りに移行しつつある。 

 

「４章 都市開発型プロジェクトの位置付け」では、都市開発型プロジェクトのうち①地方都心空

洞化対応、②大都市圏郊外オフィスパーク開発、③大都市圏都心部大型再開発を採り上げた。優先プ

ロジェクトとして大都市都心部のオフィス開発との比較での民間開発者の評価から都市開発型プロジ

ェクトの特性を分析した。 

その結果、第１に、都市開発型プロジェクトは優先プロジェクトと比較し低いリターン（利回り）

と高いリスクのため、推進には民間と協調して開発に関わる公共の補助とコミュニティの協力が必要

となる。第２に、開発に関わるリスクは開発・所有・運営の3つのフェーズ区分により整理される。

第３に、都市開発型プロジェクトにおける民間開発者のリスクは「立地創造」、「複雑性」、「開発段階

の長期化」に類型化されることを明らかにした。 

 

「５章 都心更新プロジェクト（更新型）の推進方策」では都市再生の重点地域である東京での敷

地2ha程度の大型都心再開発を民間が取り組みやすいことから採り上げた。都市開発型プロジェクト

の中でも更新型にあたるため「都心更新プロジェクト」と定義した。民間開発者からの都心更新プロ

ジェクトの位置付けは前章と同様に複雑性（リスク等）が高く市場性（利回り、競争力等）が低い位

置付けにある。 

都心更新プロジェクトの推進についてリスク・リターンの用途別・フェーズ（開発段階）別の分析

およびプロジェクトの内部性（企画・開発手法）と外部性（関連制度・体制）の両面からの検討の結

果、以下の知見と対応方策が得られた。第１に、推進の方策は複雑性軸と市場性軸および効用による

モデルで位置付けられる。第２に開発フェーズのリスク低下と取組活性化として、地権者・オペレー

ター・インベスターとの開発共同化（リスク負担）と開発の見直しオプションの設定が必要である。

あわせてディベロッパー機能の育成（開発公社、産学連携等）が望まれる。第３に、利回りの向上と

して、TIF（税収増分による開発資金補助）、公的補助等の活用がある。第４に、複雑性低減と市場性
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向上の対応方策として、分棟化による容積移転方式が柔軟性確保、利回り調整、用途複合効果の活用

の面から有効である。関連して、複合開発内部での用途・容積の移転及び段階的開発に関する法整備

が必要となる。第５に、不動産証券化の活用と複合施設管理専門能力の育成が今後の課題である。 

 

「６章 民間の都市利用の特性」では企業本社の移転を民間による都市利用の選好性の事例として

採り上げた。その理由は、企業おいて本社移転は大きな経営判断であり立地分析等が充分なされてい

ること、都市開発型プロジェクトには用途としてオフィスを含む場合が多いことによる。東京都心部

の業務集積地域（ＣＢＤ）を更に細分化した地区でのオフィス集積を「オフィスセンター」と定義し

分析の単位とした。1997 年から 2000 年 7 月に本社を移転する企業に移転の原因・目標のヒアリング

を行った。 

その結果、以下の知見が得られた。第１に、オフィスセンターは財務軸と効率軸および効用による

モデルにより位置付けができる。モデルの活用により企業の移転動向やオフィスセンターの比較優位

が分析できる。第２に、企業は経営環境により変化する、それぞれの尺度により立地選好性は多様で

ある。第３に、財務軸と効率軸による効用が、他のオフィスセンターに比して高いオフィスセンター

は、既存のオフィスセンターからの企業移転を誘発し新たな企業集積が見られる。第４に、開発と需

要の循環として、新規開発は新規需要を引き起こし更に新規開発を誘発する循環がありオフィスセン

ターの発展と停滞の二極化を生む。 

 

３章から６章について都市開発型プロジェクト促進にむけ対応方策を総括した上で都市開発型プ

ロジェクトの促進に向け今後の課題を整理した。 

第１に、経済変動を受け開発手法と民間の役割・機能は大きく変化している。都市開発型プロジェ

クト促進に向け法整備・開発手法整備と公共・コミュニティとの協調には新しい手法の導入が必要と

なる。民間開発機能の低下を受け、開発推進を担う新たな主体として公共･コミュニティ･民間での第

三者機関が望まれる。第２に、開発（供給）と利用（需要）両面からの分析により都市経営に有効で

民間より効用が高いと評価が見込まれる都市開発型プロジェクトを選別し、その上で推進にむけた補

助・協調を重点的に図る必要がある。第３に、民間への開発期待があるが、民間開発者のみでは開発

の偏在化が進む懸念がある。民間の有効活用には政策的な地域的分散化政策があわせて必要となる。 

 以上の３点を付け加え本論の結びとしたい。 

 



102

別記：既往研究の文献リスト 

 

1）都市開発型プロジェクト推進におけるプロジェクト外部性関連の既往研究 

 

①開発制度 

1 村山隆英、海道清信、東樋口護、三村浩史 「都市圏におけるオフィス開発市場の特性分析による

発展形態類型に関する研究-日本および米国の市場データ分析と比較考察から-」2000年 2月日本

建築学会計画系論文集 NO.528 P.187   

2 村山隆英、海道清信、東樋口護 「オフィス市場の地域空間構造と業務市街地形成に関する考察 -

東京都区部におけるオフィス立地要因分析と誘導型開発制度の適用分析」1997 年 日本都市計画

学会第29回学術計画論文 pp.49-91 

3 森田 賢、中井検裕 「東京都区部における再開発地区計画の容積率設定に関する一考察」2000

年   日本都市計画学会第35回学術計画論文 pp.367-372  

4 水口俊典、角田隆司、土岐悦康  「都市再開発方針における再開発プロジェクトの評価に関する

考察」  1984年 日本都市計画学会第19回学術計画論文 pp.517-522  

5 高見沢実「改善型再開発の再検討」1992 年  日本都市計画学会第 27 回学術計画論文 

pp.217-222  

6 近江 隆，松村 崇「再開発ビルにおける区分所有の独立性と区分床のオープン利用 S市の二事

業を対象としたケース・スタディ」 1995年 5月   日本建築学会計画系論文集 NO.471 pp.111 

  

7 慎 重進、佐藤 滋 「駅前再開発と関連事業の連鎖的展開に関する研究」  1995年 12月 日本建

築学会計画系論文集 第478号、pp.151-160  

8 慎 重進、佐藤 滋、斉藤 博、松本光司 「駅前再開発と関連事業の連鎖的展開に関する研究 そ

の２」 1997年4月 日本建築学会計画系論文集 第494号、pp.179-186  

9 土岐悦康、平井 信夫、小林 孝志、中原 秀紀「立体道路制度を組み入れた市街地再開発事業

による街路整備に関する研究-民間投資を活用した｢賃貸道路｣整備-」2001年 4月 日本都市計画

学会論文集No.230、pp.68  

10 福川裕一，西郷真理子「民間非営利組織（町づくり会社）による再開発；その必要性と成立条件」 

1995年 1月 日本建築学会計画系論文集 NO.467 pp.153   

11 大野輝之「現代アメリカ都市計画 土地利用規制の静かな革命」1997年 4月 学芸出版社  

12 水口俊典「土地利用計画とまちづくり 規制・誘導から計画協議へ」1997年 8月 学芸出版社  
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②開発協調 

 

1 MIT Center for Real Estate Development“Government Roles in City Development in the United 

States“ Nov. 1987 Papers presented at a Symposium Convened by The Mori Building 

2 B. J. Frieden, L. B. Sagalyn“Downtown Inc.”1990 MIT Press 

3 The U.S. Department of Housing and Urban Development “Report of Successful Local Community 

Development Public/Private Partnerships” 1984 the U.S. Department of Housing and Urban 

Development  

4 ULI“Working with the Community: A Developer's Guide”1985  

ULI-the Urban Land Institute 

5 張 漢賢、東樋口護、橋本清勇 「シンガポールにおける歴史的ショップハウス市街地の｢政府主

導・民間提案型｣都市保存の制度」  2001年 4月 日本建築学会計画系論文集 NO.542 pp.191  

6 外尾一則、岩田鎮夫 「マニラ大都市圏の民間都市開発の特質」 1993 年 日本都市計画学会第 28

回学術計画論文 pp.787 

7 外尾一則、岩田鎮夫 「大規模民間都市開発における協力分担方式 －マニラとバンコックのケー

ス－」 1994年 日本都市計画学会第29回学術計画論文 pp.409 

8 城所哲夫 「東南アジア大都市の郊外市街地形成に果たす民間開発コントロールの役割についての

検討」 1991年 日本都市計画学会第26回学術計画論文 pp.601 

9 池上義信、椎名 彪、鳥栖郡智夫 「民間開発事業者と協調して進める大規模都市開発の計画と事

業手法について」 1989年  日本都市計画学会第24回学術計画論文 pp.187 

10 秋本福雄 「パートナーシップによるまちづくり 行政・企業・市民/アメリカの経験」1997 年   

3月 学芸出版社 

11 秋本福雄 「公共と民間の協議による都市開発に関する考察 －アメリカにおける Negotiated 

Developments の類型とプロセス－ 」 1993年 日本都市計画学会第28回学術計画論文 pp.289 

12 秋本福雄 「アメリ力における公共と民間のパートナーシップによる都市開発の形態に関する考察 

－1980年代初頭のCDBGの活用事例－」 1994年 日本都市計画学会第29回学術計画論文 pp.619 

13 秋本福雄 「公共と民間の協議による都市開発の計画と実施手段とプロセスに関する考察 －カリ

フォルニア川の事例－ 」 1995年 日本都市計画学会第30回学術計画論文 pp.421 

14 秋本福雄 「公共と民間のパートナーシップによる都市開発の計画スタイルに関する考察－カリフ

ォルニア州サンディエゴ市のホートン・プラザ再開発の事例－」 1996 年 日本都市計画学会第

31回学術計画論文 pp.715 

15 秋本 福雄 「公共と民間のパートナーシップによる都市開発のプロセスに関する考察－ニューヨ

ーク市のコロンバス・センター・プロジェクトの事例－」 1993年 4月 日本都市計画学会論
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文集No.181、pp.114 

16 秋本 福雄 「アメリカのコミュニティ開発における自助と参加のパートナーシップに関する考察」 

1995年 9月 日本都市計画学会論文集No.196、pp.78 

17 篠原二三夫 「都市再生事業の新たな展開-成否を決める市場メカニズムとパートナーシップの適

切な導入-」 2001年7月 ニッセイ基礎研究所所報 

18 小林重敬編 「計画システム研究会著 協議型まちづくり 公共・民間企業・市民のパートナーシ

ップ＆ネゴシエーション」1994年5月 学芸出版社 

19 脇本祐一 「街が動いた ベンチャー市民の闘い」 2000年7月 学芸出版社 

 

③Public-Private Partnership 

 

1 日本経済新聞社 「民間版ニューディール 経済を動かす新しい主役」 1983年1月 日本経済新聞

社 

2 民活プロジェクト研究会（著）建設大臣官房政策課 民間活力企画室 「民間活力の導入 そのポリ

シーとプロジェクト」 1987年 ７月 大成出版社 

3 通商産業省産業政策局民活推進室 「民活プロジェクトの新展開 民活基本問題研究報告」 1992

年 1月 通商産業調査会 

4 日米合同シンポジウム「都市再開発における公共と民間のパートナーシップ」1989年 10月 24,25

日 住宅・都市公団、ミシガン州立大学 

5 都市計画学会 特集論文 v146 「都市作りにおける公共と民間-転換期の都市計画－」 1987 年 9

月 特集：都市作りにおける公共と民間-転換期の都市計画 

 

④開発調整 

 

1 田口太郎，後藤春彦 「建築紛争時における住民と開発業者の折衝の経緯と論拠:～新宿区荒木町12

番地を事例に～」 2002年 2月 日本建築学会計画系論文集 NO.552 pp.239  

2 秦 中伏，金多 隆，古阪秀三，石坂公一，近江 隆 「都市開発をめぐるコンフリクト問題のメタ

ゲーム分析」  2002年5月 日本建築学会計画系論文集 NO.555 pp.247  

3 馬 相 烈，大貝 彰「市街化調整区域における開発許容集落の選定に関する研究 豊橋市を事例とし

て」 2003年 1月 日本建築学会計画系論文集 NO.563 pp.229  

4 陳 亮全,吉美宗久 「指導要綱等による民間集合住宅における公共空地の確保に関する研究」  

1985年 日本都市計画学会第20回学術計画論文 229 

5 Yasuo Fujita“Mixed Interest Development”1993, Thesis for Master of City Planning, 
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2)都市開発型プロジェクト推進におけるプロジェクト内部性関連の既往研究 

 

⑤開発手法 

 

1 大野輝之、レイコ・ハベ・エバンス 「都市開発を考える‐アメリカと日本－」 1992年 2月  岩

波新書 

2 レイコ・ハベ・エバンス 「大規模開発事業 計画変更は柔軟に」 1992年 9月 19日 日本経済新聞 

経済教室 

3 五十嵐敬喜、小川明雄 「「都市再生」を問う 」2003年 4月 岩波新書 

4 五十嵐敬喜、小川明雄 「都市計画利権の構図を超えて」1993年 8月 岩波新書 

5 加藤 源 「都市再生の都市デザイン プロセスと実現手法」2001年 3月 学芸出版社 

6 Michael P. Buckley” Creative Design Management Understanding Motivations and the Creative 

Process”, Apr-June 1990 ULI-the Urban Land Institute 

 

⑥プロジェクト分析 

 

1 大村虔一 「大規模再開発プロジェクトの設計に関する一考察-初台淀橋街区の事例から-」1995

年 5月 日本建築学会計画系論文集 第471号、pp.67-75 

2 大村虔一 「幕張新都心住宅地の都市デザイン展開とその課題 」1995年 11月 日本都市計画学会

論文集No.197、pp.118 

3 上田 隆夫 「民間大規模開発推進に関する考察 -大阪ビジネス・パークを例として-」1994 年 4

月  日本都市計画学会論文集No.187、pp.77 

4 川合正兼 「北米のまちづくり 新しい潮流」1995年 5月 学芸出版社 

5 藤本定雄,野村康彦,松村茂久 「大規模都市開発プロジェクトにおける都市経営方策に関する研究 

－りんくうタウンを事例として－」 1991年 日本都市計画学会第26回学術計画論文 pp.865 

6 北沢猛＋アメリカン・アーバンデザイン研究会編著 「都市のデザインマネージメント アメリカ

の都市を再編する新しい公共体」 2002年 10月学芸出版社 

7 外尾一則,岩田鎮夫 「クアラルンプールにおける民間大規模都市開発の運営手法」 1996年 日本

都市計画学会第31回学術計画論文 679 

8 事業再生研究機構 編「再生計画事例集」 2002年 8月 商事法務 
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8 R. Guskind, N .R. Peirce “Faltering Festivals” 1988 National Journal: Sep17 
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1 D.M レン 「都市のウォーターフロント開発」1986年 9月 鹿島出版会 

2 日本開発銀行都市開発研究グループ 「ウォーターフロント再開発」1987年 10月 理工図書 

3 横内憲久＋横内研究室 「ウォーターフロント開発の手法」 1989年 5月 鹿島出版会 

4 David L. A. Gordon “Implementing Urban Waterfront Development” Thesis for Doc 1994 Graduate 

School of Design Harvard Univ. Thesis for Doctor of Design 

5 Youich Ohshima“The Strategy & the International Partnership for the Waterfront 

Development” 1990, Thesis for Master of Science in the Management, MIT 

6 大島洋一他 「ウォーターフロントの計画とデザイン別冊新建築」  1991年  新建築社  

7 大島洋一 「日本型ウォーターフロント開発にむけて」 1991年 大阪ベイエリア開発検討部会報 

BAY AREA FORUM pp.28～41 

8 大島洋一 「海外ウォーターフロント開発計画と今後の日本型開発の展開」1993年 日本港湾

協会 港湾 Vol.70  pp.41～52 

9 大島洋一 「カナリーワーフ・プロジェクト」 1991年 12月 ケネス・レベンソール（竹中工務

店委託研究） 

10 月尾嘉男 他 「ウォーターフロント」 1984年 11月 プロセス・アーキテクチャー 

11 ヴァーノンG.ズンカー「サンアントニオ水都物語」1990年 4月 都市文化社 

12 泉 真也 他 「都市環境と水辺」 1984年 11月 鹿島出版会 

13 石澤卓志 「ウォーターフロントの再生 欧州･米国そして日本」1987年 12月 東洋経済 

14 ベンジャミン・トンプソン・アソシエイツ  「ベンジャミン・トンプソン・アソシエイツ」1984
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年11月 プロセス・アーキテクチャー 

15 Ann Breen, Dick Rigby “The New Waterfront” 1996 McGraw-Hill 

 

⑨不動産ファイナンス 

 

1 Austin J. Jaffe, C. F. Sirmans “Real Estate Investment Decision Making” 1982 Printice

‐Hall 

 

⑩マーケティング 

  

1 Philip Kotler “Marketing Management”1988, Prentice Hall  

2 フィリップ・コトラー 「コトラーのマーケティング・コンセプト」2003年 5月 東洋経済

出版社 

3 フィリップ・コトラー 「コトラーの戦略的マーケティング―いかに市場を創造し、攻略し、支

配するか」2000年 2月 ダイヤモンド社 
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3) 都市（プロジェクト）利用における比較分析の既往研究 

 

⑪立地論 

 

1 渡邊与四郎「業務交通体系論」1975年 11月 技報堂出版 

2 藤田昌久、アンソニー・Ｊ．ベナブルス、ポール・クルーグマン「空間経済学-都市･地域・国際

貿易の新しい分析」2000年9月 東洋経済、（Fujita, Masahisa, Paul Krugman, and Anthony J. 

Venables, 1999, The Spatial Economy, The MIT Press） 

3 神頭広好 「都市と地域立地論 立地モデルの理論と応用」 2001年 4月  古今書院 

4 フィリップ･マッカン「産業立地の経済学」 2002年 3月 流通経済大学出版会 

5 伊藤正昭 「地域産業論－産業の地域化を求めて」 2003年 5月 学文社 

 

⑫オフィス立地：民間企業によるオフィス立地評価と移転 

 

1 安田丑作 「大都市中心業務地区（ＣＢＤ）における事業所の分布状況」 1970年 日本建築

学会近畿支部報告集 

2 水鳥川和夫 「本社の立地におけるコミュニケーション・コストの影響に関する研究」 1987年度 

日本都市計画学会第22回学術研究論文集、pp.469～474 

3 水鳥川 和夫 都市計画学会 特集論文v170新ビジネスゾーンの計画 1991年 7月 「最近のオ

フィス立地の動向」 

4 金 俊栄、大貝 彰、岩尾 襄、黒瀬重平 「土地利用変遷行列による都市の土地利用用途転換の

分析」 1991年6月 日本建築学会計画系論文集 第424号,pp59-68 

5 宗本順三、坪内文生、角 洋一 「民間施設の立地特性の研究 －(都市的要因による民間施設の

立地モデルの研究)－」 1974年 日本都市計画学会第9回学術計画論文 pp.496  

6  宗本順三、山田文道、坪内文生、角 洋一 「財務指標による民間企業の事務所移転の判別分析」 

1977年度 第12回日本都市計画学会学術研究論文集、pp.199～204 

7 小川剛志、大西 隆、石川 充 「大企業情報処理部門の都心部からの移転に関する実証的研究」 

1988年度 第23回日本都市計画学会学術研究論文集、pp.265～270 

8 田中 開、大西 隆、栗田 治 「オフィスの立地コストに関する研究 －社会コスト的要因の研究－」 

1991年 日本都市計画学会第26回学術計画論文 pp.121 

9 田頭直人「通勤と業務交通からみた最適なオフィス分布について」 1994 年日本都市計画学会第

29回学術計画論文 pp.511 

10 松村 茂,大山俊雄,小出 治 「コストからみたサテライトオフィスの立地に関する一考察」 1990
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年 日本都市計画学会第25回学術計画論文 p397 

11 小田恭市,笹生 仁 「研究所の立地要因と地方立地について －民間研究所の立地に関する研究

(II)－」 1987年 日本都市計画学会第22回学術計画論文 pp.187 

12 石坂公一，長谷川洋 「首都圏における圏内移転市場構造の時系列変化 大都市圏の居住地移動に

関する研究」 その２ 1999年7月 日本建築学会計画系論文集 NO.521 pp.245  

13 西村光平、大西 隆、栗田 治、吉田 朗 「東京圏におけるオフィスの集積状況と分散政策に関

する研究」 1991年度 第26回日本都市計画学会学術研究論文集、pp.127～132 

14 村上晴信、肥田野 登、林山泰久 「オフィス・住宅立地選好からみた東京圏周辺部の発展可能性

に関する研究 －情報サービス業に注目して－」 1994年    日本都市計画学会第29回学術計画

論文 pp.37 

15 依田 和夫、村橋 正武、渡辺 輝明 「東京都心と新宿副都心との業務立地特性の比較に関する研

究」 1994年 7月 日本都市計画学会論文集No.189、pp.79 

16 伊丹敬之、西口敏宏、野中郁次郎 「場のダイナミズムと企業」2000年東洋経済新報社 

17 国土庁計画局大都市圏計画課 「ターミナル駅周辺に集積するソフト系 IT 産業」2000 年     

国土庁計画局大都市圏計画課 

18 東京商工会議所 「渋谷研究2000～渋谷とデジタル系企業調査～」 2000年 8月 東京商工会議所 

19 湯川 坑  「東京におけるネット企業の集積－日本版シリコンアレーの発展に向けて」 2000 年 

7月 富士通FRI研究レポート＃８８、July 2000  

20 太田 充 「通信技術の発達と企業のオフィス立地行動による大都市圏の土地利用空間構成に関す

る研究」 1990年 日本都市計画学会第25回学術計画論文 pp.391 

21 竹内一雄 「東京都心の成約賃料データ分析に基づく個別ビルの賃料推計－精度の高い市場賃料推

計モデルとその応用可能性について－」 2001年 7月   ニッセイ基礎研究所所報 

22 ㈱ハリファックス･アソシエイツ、NTTファシリティーズ講演  Eciffo Net21 第 8回 「ビジネス

エリアとオフィスの立地条件」 2000年 次世代オフィス研究会  

 

⑬戦略論 

 

1 Michael Porter “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” 

1998年 6月 Simon & Schuster 

2 Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors” 1998年 6月 Simon & Schuster 

3 Michael Porter “The Competitive Advantage of Nations: With a New Introduction” 1998

年 4月 Simon & Schuster 
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4 Michael Porter “Clusters and the New Economic Competition”1998年 12月 Harvard 

Business Review Nov.-Dec. 

5 マイケル・ポーター 「競争戦略理論Ⅰ」 1999年 6月 ダイヤモンド社 

6 マイケル・ポーター 「競争戦略理論Ⅱ」 1999年８月 ダイヤモンド社 

7 マイケル・ポーター 「日本の競争戦略 」2000年4月 ダイヤモンド社 

8 Michael Porter “Secrets of Competitive Advantage” 1987 ACC Journal pp.25-30 

9 レスター C. サロー 「資本主義の未来 」1996年 1月 TBSブリタニカ 

10 レスター C. サロー 「富のピラミッド―21世紀の資本主義への展望」 1999年 10月 TBSブリ

タニカ 

 

4) 都市（プロジェクト）利用における特性分析の既往研究 

 

⑭地区調査 

  

1 アラン・ジェイコブス 「サンフランシスコ都市計画局長の闘い 「都市デザインと住民参加」」  

1998年 4月 学芸出版社 

2 田村明 他 SD別冊No11 「横浜 都市計画の実践手法 その都市づくりのあゆみ」 1978年 

11月 鹿島出版会 

3 依田 和夫 編著 「都心改創の構図 東京業務地区再生の論理」 1999年 4月鹿島出版会 

4 黒川 洸、小林 重敬他「丸の内の新生 大手町･丸の内・有楽町地区再開発への提言」2001 年  

造景別冊、pp.108～111 

5 福澤 武 「丸の内経済学」この街が２１世紀の東京を牽引する2000年 12月PHP 

6 （社）日本都市計画学会 「丸の内の新生」1996年3月 委託研究 

7 蓑原敬、川合良樹、今枝忠彦  「街は要る！」2000年 2月 学芸出版社 

8 Alex Kriegner, Lisa J. Green, “Past Futures” 1985 Harvard University Graduate School o 

Design 

9 伊藤滋 「東京のグランドデザイン」 2000年 3月 慶応義塾大学出版会     

 

⑮ファシリティ・マネージメント（ＦＭ） 

 

1 FM推進連絡協議会編 「ファシリティマネージメント・ガイドブック」第二版 1998年 日刊工業  

2 仲 隆介，山口重之  「オフィススペース管理のための面積の指標値とその傾向に関する基礎的

研究 」 2002年 1月 日本建築学会計画系論文集 NO.551 pp.135   
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3 森 明生，恒川和久，加藤彰一，ピータ ル ロウ 「オフィスにおける平面構成，ワークスタイ

ル，交流行動の相互関係に関する研究」 2002年 1月日本建築学会計画系論文集 NO.551 pp.129  

4 三浦寿幸，宮尾健一  「オフィスの物理的環境と執務者のアンケート申告との対応 総合的調査に

よるオフィスの室内環境と快適性に関する研究 その１」 2001年 1月 日本建築学会計画系

論文集 NO.539 pp.89   

5 三浦寿幸 「室内環境の快適性に影響を及ぼす環境要因の検討 総合的調査によるオフィスの室内

環境と快適性に関する研究 その２」2002年 4月日本建築学会計画系論文集 NO.554 pp.77   

6 合原妙美，岩下 剛  「一般的オフィス空間における執務者の知覚空気質及び Performance の評

価方法に関する検討」 2001年 12月  日本建築学会計画系論文集 NO.550 pp.107   

7 稻沼 實，渡部耕次，山川和美，岩田利枝，武田 仁 ｢オフィスにおけるタスク・アンビエント

照明方式のパーティションの相違による光環境の快適性評価に関する研究」 2002年 2月 日本建

築学会計画系論文集 NO.552 pp.1  

8 黒澤 俊，栗田 治 「オフィスビルのエレベータバンク構成に関する数理モデル―コンベンショ

ナルゾーニング方式のための最適設計―」2001 年 12月    日本建築学会計画系論文集 NO.550 

pp.135   

9 下田貞幸，位寄和久，両角光男，塩田 睦 「新旧営業所群の執務者評価によるオフィススタン

ダード改善のための分析手法の提案 日本型ファシリティ・マネージメント業務モデルに関する研

究 その３」 2000年 7月  日本建築学会計画系論文集 NO.533 pp.275  

10 大森正登，今川 望，小島隆矢，平手 小太郎 「オフィスにおける「居住後の快適性」に関する

簡易予測方法の実験的検証とその応用 オフィス空間の快適性簡易予測システムの開発（その２）」  

1996年 1月   日本建築学会計画系論文集 NO.479 pp.57   

11 柳父 行二  「事務所設計の個別要求条件の費用回収について」 1997年 10月 日本建築学会計画

系論文集 第519号  

 

5)都市経営関連の既往研究 

 

⑯都市経営 

 

1 河野忠義,大熊道雄,斎藤達三,小沢紀美子 「都市経営システムの研究」 1972年 日本都市

計画学会第7回学術計画論文 pp.175 

2 Rachelle L. Levitt Editor, “Cities Reborn” 1988 ULI-the Urban Land Institute 

3 M. Kaplan, P. Cuciti, “The Great Society and Its Legacy: Twenty Year of U.S. Social Policy” 

1986 Duke University Press 
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4 M. Andersen, “The Federal Bulldozer:  A Critical Analysis of Urban Renewal” 1949-62  

1964 MIT Press 

5 L. B. Burrons, “Growth Management”1978 Transaction Books 

6 Joe R. Feagan, “Building American Cities: The Urban Real Estate Game” 1983 Lightning Source 

Inc  

7 City of Boston, “A Plan to Management Growth” 1987 City of Boston 

8 Arnold J. Meitsner, “The Politics of City Revenue” 1971 University of California Press 

9 牛嶋正  「現代の都市経営」  1999年 4月 有斐閣  

10 吉原直樹 「都市経営の思想―モダニティ・分権・自治」 2000年 8月  青木書店 

11 山崎福寿、浅田義久 「都市再生の経済分析」2003年 4月 東洋経済 

12 蓑原敬 「 成熟のための都市再生 人口減少時代の街づくり」2003年5月    学芸出版社 

13 細野助博「スマートコミュニティ-都市の再生から日本の再生へ 」2000年 12月 中央大学出版部 

14 井上裕 「まちづくりの経済学－知っておきたい手法と考え方」 2001年 1月 学芸出版社 

15 八田達夫 「新しい都心居住促進策を」 2003年 6月 27日 日本経済新聞 経済教室 

16 八田達夫 「都市再生を通じ景気刺激」 2001年 12月5日 日本経済新聞 経済教室 

17 橋爪紳也 「集客都市―文化の「仕掛け」が人を呼ぶ」  2002年 10月 日経新聞社  

18 橋爪紳也 「モダン都市の誕生―大阪の街・東京の街」  2003年 6月 吉川弘文館  

19 橋爪和也、佐藤幸男 「観光開発と文化 南からの問いかけ」 2003年2月 世界思想社 

20 前田勇編 「２１世紀の観光学 展望と課題」 2003年4月 学文社  

21 山上徹、堀野正人 「現代観光へのアプローチ」 2003年6月 白桃書房  

22 坂上 英彦, 石森 秀三 「ビジター産業に進路をとれ―日本・都市再生への提言 」2000 年 3 月    

日刊工業新聞社  

 

⑰都市経済学 

  

1 ウィルバ－・リチャ－ド・トムソン/伊藤善市 「都市経済学序説」 1971年 2月 鹿島研究所出版

会 

2 Masahisa Fujita （藤田 昌久）“Urban Economics Theory :Land Use and City Size”1989 年

Cambridge University Press 

3 佐々木公明、文世一 「都市経済学の基礎」 2000年 5月 有斐閣アルマ 

4 田中啓一「現代都市経済論」1983年 2月 有斐閣 

5 宮尾尊弘「現代都市経済学」 1995年 4月 日本評論社 

6 金本良嗣 「都市経済学」 1997年 12月 東洋経済新報社  
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7 金倉忠之 「都市経済と空間理論」 1991年 1月 東京市政調査会(そしえて) 

8 金倉忠之 「都市経済と地域政策」 1994年 3月 東京市政調査会(そしえて) 

9 金倉忠之 「東京問題の基本構造―その地域経済的特質」1988年 12月 東京市政調査会(そしえて) 

10 杉浦章介 「都市経済論」 2003年2月 岩波書店 

11 都留重人 「地価を考える」1990年 10月 岩波新書 

12 岩田規久男、福井秀雄、小林重敬 「都市と土地の理論－経済学・都市工学・法制論による学際

分析」 1992年5月 ぎょうせい 

13 山田浩之「都市経済学」 1978年 1月  有斐閣 

 

6)民間に関する都市計画調査 

 

⑱住宅開発等 

 

1 都市計画特集 都市計画学会 特集論文v194 「市民まちづくりとＮＰＯ町づくり会社（民間非営

利組織）によるまちづくり」1995年 5月 

2 山貫 崇之,澤木 昌典,鳴海 邦碩 「民間企業が提供するパブリックスペースの分布状況と利用

実態に関する研究―大阪市梅田周辺地区を事例に―」日本都市計画学会第 35 回学術計画論文 

1069 2000年 

3 井上 誠，嶋村仁志，八木澤壯一，曽根陽子，友清貴和 「民間分譲マンションのプログラミング・

プロセスの実情 建築におけるプログラミングの有効性に関する研究」 日本建築学会計画系論文

集 NO.519 pp.241 1999年5月  

4 佐々木 誠，花里俊廣 「新築民間分譲マンションにおける住戸定型化とその要因の分析」 日本

建築学会計画系論文集 NO.535 pp.59 2000年 9月  

5 森本信明 「民間賃貸住宅借上型の住宅供給施策と市場家賃 大阪府住宅供給公社の特定優良賃貸

住宅制度による借上家賃の実証的研究」 日本建築学会計画系論文集 NO.492 pp.179 1997 年

2月  

6 中園眞人，岩本慎二，弘永直廉 「福岡市における民間分譲マンションの供給形態と立地の時系列

変動分析」 日本建築学会計画系論文集 NO.467 pp.163 1995年 1 

7 都市計画一般論文 米野 史健,渡辺 進一朗 「分譲マンション建替えの実現可能性の推定-東京

区部における民間供給物件を対象として」 日本都市計画学会論文集No.209、pp.90、1997 年 10

月 

8 安田 孝 「大阪都市圏中・北部における民間分譲マンションの立地特性に関する研究」 日本都

市計画学会第17回学術計画論文 pp.121 1982年 
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9 弘永直康,中園眞人,古田健一  「福岡市における民間分譲マンションの供給特性 －利潤推計モ

デルによる地価と分譲マンション市場の連関構造分析－」 日本都市計画学会第 26 回学術計画論

文 pp.799 1991年 

10 弘氷道廉,中園真人,船越正啓 「福岡市の住居系用途地域における民間分譲マンションの立地特

性」 日本都市計画学会第22回学術計画論文 pp.73 1987年 

11 高田佳伸,佐藤圭二 「都心地域における民間分譲共同住宅の需要要因と性能評価」  日本都市計

画学会第18回学術計画論文 pp.229 1983年 

12 三木冨士夫 「東京都市圏における住宅地区形成の基礎的研究 －民間宅地開発を中心に－」日本

都市計画学会第11回学術計画論文 pp.13 1976年 

13 商 聖宜,朱 政徳・菊地,吉信,桜井 康宏  「台湾の三大都市圏における民間分譲住宅団地の開
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英文概要 

 

Research on Urban Development Project Evaluation and Promotion  

from the Tendency of 

 Private Developers, Operators, and Investors 

 

by 

Youichi Ohshima 

 

Today, the infrastructures of the cities are required to renovate, since the economic growth 

has been low rate. For the city progress, Large Scale Urban Development Project promotion 

is one of the most important themes that contribute to city management. 

 This research focused on the “Urban Development Project” contributing to the development 

of the city in future.  “Urban Development Project” is required at least one of the three key 

points; Distinctive Use and Design, Critical Mass, and Ripple Effect of the Development.  

 The evaluations of “Urban Development Project” are found from private developers, 

operators, and investors (these three are defined as private development sectors) that proceed 

the development projects and use the cities. 

 The purpose of this research is to find out the strategies for the promotion of “Urban 

Development Project” from both sides; the evaluations of the project development (Supply) 

and use of the cities (Demand) by the private development sectors  

 

 This research is consist of three parts; introduction (Chapter1 to 2), main subject (Chapter3 

to 6), and the conclusion (Final Chapter). 

 

In chapter 1 “Background and the Needs of this Research”, The reasons why picking up the 

purpose of this research is; The effective use of the private development sectors are needed 

for efficient government investment to achieve city progress, but there are few studies about 

them. “Urban Development Projects” are segmented into four types; these are 1) Renewal, 2) 

Conversion, 3) Enlargement, and 4) Creativeness. 

 

In chapter 2 “Purpose and positioning of this Research”, they show the purpose, view point, 

the positioning in the relating researches, and the flow of this research are shown. The 
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methods to obtain the data of private development sectors are the interviews and the 

questioners (defined as hearing) to the key persons of them by the reasons of few related 

researches and to analyze the tendencies of them. The positioning of this research is to find 

practical strategies to promote “Urban Development Projects” from the private development 

sectors point of views by the interaction of urban design and business management. 

This research consists of following contents. In chapter 3, to analyze private development 

sectors’ change and tendencies after the bubble era.  In chapter 4, to analyze the 

development (supply) side by the positioning of “Urban Development Projects” from the 

private development sectors’ evaluation.  In chapter 5, to find practical strategies to promote 

“Urban Development Projects”.  In chapter 6, to analyze the use (demand) side of the city 

by the private sectors.  In chapter 5 and 6, Tokyo metropolitan area is the research field by 

the reasons of plentiful study cases. Final chapter is the conclusion and the summery. 

 

In chapter3 “Tendencies and Change of Private Development Sectors” Private Development 

Sectors are defined as the group of Developers, Operators, and Investors. They play key roles 

of the project and are divided by the phase of the project. “Developers” are real estate 

developers and part of the general contractors that have the project development function. 

“Operators” are retail, hotel operators as the key tenant of the facilities and the office property 

management sectors. “Investors” are institutional investors such as life incurrence, 

investment banks, and real estate investment funds. 

After the corruption of Bubble Economy, private development sectors have changed the 

attitude toward the “Urban Development Projects”, so hearing researches were made to them 

as the preliminarily research (1998 Oct. to 1991 Jan.) and detailed research (2000 Mar. to 

May). As the research of city use, the headquarter relocations in Tokyo were selected and 

hearing researches were made to the facility managers of them (2000 Jan to 2001 July). 

As the result, the followings became clear. 1) Private development sectors have escaped 

from development phase and have specialized in their strong fields. The reconstruction of the 

role in them has been undergoing. . 2) Private development sectors have changed project 

evaluation to short term rate of return by DCF method 

 

In chapter 4 “Positioning of Urban Development Projects” The three typical projects are 

selected 1) Local CBD (Central Business District) Redevelopment, 2) Office Park 

Development, 3) Metropolitan CBD Redevelopment to obtain evaluations from private 
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development sectors by the comparison with office development in metropolis. 

 As the result, followings became clear. 1) Urban development projects have low return and 

high risk compared with office development in metropolis and need for the subsidies from 

the public sectors or the help from the communities. 2) Risks of the development are divided 

into 3 phases “Development”, ”Operation”, and ”Liquidation”. 3) The 3 key risks of urban 

development projects are “Location Creation”, “Complexity”, and “Extension of 

Development Phase”. 

 

 In chapter 5 “Promotive Strategies of Urban Development Projects (Renewal Type)” 

"Urban Renewal Project” is multi block redevelopment project in Tokyo (about 2ha scale) 

that is defined as one of the Urban Development Projects (Renewal Type). By evaluating this 

project, the detailed characteristics of Urban Development Projects are obtained. The 

positioning compared with office development is the same to chapter 4.  

 The approaches were examining risk return analysis from the phase and use of the facilities 

and analyzed from internal project side (planning and implementation) and external side 

(Project Cooperation with Public and Community and regulations).  

 The practical strategies are as follows. 1) The strategies are positioned by the matrix of 

“Complexity”, “Market Evaluation”, and “Utilitiy”. 2) Cooperative development and option 

with public and community are effective to reduce risks of development phase. The support 

for the new development sectors are needed to supplement the weakness of the private 

developers. 3) Tax Increment Financing is effective to achieve higher return. 4) Multi Tower 

Style development by using air right transfer is effective for the adjustment of the return 

difference by the facility use, flexibilities of the development, mixed use effect. 5) Real Estate 

Investment Trust is able to use as the financial vehicle of the development.  

 

In chapter 6 “The Use of Development” The headquarter relocations are selected as the 

evaluation of the use of the developed facilities and location. The “Office Center” is defined 

as the small areas of office clusters in CBD to use the location unit of the analysis. The 

interviews were taken to the 73 relocations scheduled from 1997 to 2000 July. 

 As the result, the followings became clear. 1) Office centers are positioned by the matrix of 

financial merit and efficiency. The utility is determined by the sum of financial merit and 

efficiency. 2) Relocations are determined by the various management policies of the 

companies. 3) Higher utility can gather new office tenants and make new Office Center. 4) 
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New development makes additional office accumulation. There is the cycle of development 

and use (positive absorption). 

 

 As the conclusion of chapter 3 to 6, following strategies are needed for the effective 

management of the projects. First, the new sectors, method, and regulations are required to 

proceed the projects. Second, the project that is evaluated to have the higher utility should be 

selected and then support it with public and community. Third, the private development 

sectors have the tendency of development cycle orientation. Thus the political strategies to 

make projects diversity in terms of location and time. 

 


