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　2020年に開催される東京オリンピッ 
ク・パラリンピックを照準とした開発
やインフラ整備が、徐々にその姿を現
し始めている。オフィスビルについて 
も、2018年から竣工が増え始めた。
　日経BP社が発行する「日経不動産
マーケット情報」（2018年6月号）の調
査をもとに、延べ床面積が1万㎡以上
のオフィスを主な用途とした建物の計
画を調べたところ、2019年には計23
棟が完成を迎える。総延べ床面積は
約134万㎡に及ぶ。2020年までは大
量供給が続くため、かねて空室増加
を危惧する向きもあったが、空室率は 
リーマン・ショック前の水準にまで低下
しており、エリアによっては、まとまっ
た面積の確保が困難になっている。
　企業の移転意欲は旺盛で、完成を
翌年に控えたビルへの移転を早 と々 
公表する例も相次いでいる。当面、オ
フィス需要は堅調とみられ、供給過剰
の悲観論は後退してきた。

成約進む2019年完成予定のビル

　2019年は、複数の再開発が並行
して進む渋谷エリアで、住友不動産
渋谷タワー、南平台プロジェクト、
宇田川町14・15番 地 区 再 開 発、
渋谷フクラス（道玄坂一丁目駅前地
区再開発 ）、渋谷スクランブルス
クエア東棟がそれぞれ完成を迎える
（図1）。このうち、住友不動産渋
谷タワーと渋谷スクランブルスクエ
ア東棟への移転を、IT大手のサイ
バーエージェントがいち早く発表し 
た。同社は渋谷マークシティに本社を
置くほか、グループ会社を含め、渋谷エ
リアで10カ所にオフィスを分散してい
る。2棟のビルにこれらを集約し、業
務の効率化を図る。住友不動産渋谷タ
ワーはAbema Towers（アベマタワ
ーズ）とし、メディア事業、ゲーム事業、
本社機能が入居、渋谷スクランブル
スクエア東棟には広告事業を中心に

入居予定である。渋谷スクランブルス
クエアは、東棟、西棟、中央棟で構成 
され、超高層の東棟は第Ⅰ期にあたる。
　インターネット広告配信のプラットフォ 
ーム事業などを手がけるVOYAGE 
GROUPは、南平台プロジェクトへの
移転を発表した。南平台プロジェクト
は、南平台町で4棟のビルを一体的
に建て替える計画で、地上21階地下
1階建て、延べ床面積約4万6954㎡ 
の 規模となる。IoT（Internet of 
Things）を活用したスマートオフィ
スを提供し、会員制サテライトオフィ
スやコンファレンスなどを併設する。
VOYAGE GROUPとグループ会社
は、3フロアを使用して渋谷エリアで3
カ所に分散しているオフィスを集約する。
　このほか、グーグルの日本法人の
港区六本木から渋谷ストリームへの移
転も決まっている。渋谷ストリームは、
旧東急東横線渋谷駅と線路跡地などを
開発地として2018年9月に開業した。

東京では、2020年にピークを迎えるオフィスビルの大量供給期に突入した。
需給バランスの崩れを危惧する見方もある中で、空室率はリーマン・ショック前の水準で推移している。

2020年以降を見据えた大規模開発も次 と々明らかになり、ダイナミックな変貌を続ける東京の将来に期待が膨らむ。
文・橋本 郁子（不動産アナリスト）

2019年は計23棟、総延べ床面積134万㎡

大量供給期に突入するが、
空室率は1％台にまで低下

［ 2 0 1 9 年 以 降 の オフィスビ ル 計 画 ］
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図1　2019年に東京23区内で完成予定の大規模オフィスビル

【注】　①上段はオフィスビル名称（開発名称）、下段の数字は延べ床面積（㎡）を示す
　　   ②日経BP社「日経不動産マーケット情報」2018年6月号の「これからできる大規模オフィスビル」をもとに、2018年11月に調査を加えた
　　   ③対象は、オフィスを主用途とした延べ床面積 1万㎡以上の建物で、自社使用のものを含む
　　   ④オフィスビル名称（開発名称）、延べ床面積は調査時点のもので、変更されている可能性がある
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この移転発表は、グーグルの“約9年ぶ
りに渋谷へ帰還”として話題を呼んだ。
このような移転の動きを受け、サイバ
ーエージェントなど4社が中心となり、
渋谷をIT分野における世界的技術拠
点に発展させていく「SHIBUYA BIT 
VALLEY」プロジェクトも始まった。
　虎ノ門エリアでは、オークラプレス
テージタワー（ホテルオークラ東京本
館建替計画高層棟）が完成を迎える。
建物の8階から25階、延べ床面積で約
6万4000㎡がオフィスのスペースで、
積水化学工業東京本社が移転を発表
している。ホテルとしてはオークラプ
レステージタワーに368室、別棟のオ
ークラヘリテージウイングに140室の
客室を設け、2019年9月に開業する。
　また、虎ノ門一丁目地区再開発によ
り、虎ノ門ヒルズビジネスタワーが完
成する。建物は、地上36階地下3階
建て、延べ床面積約17万3224㎡とな
る。1階に都心と臨海地域を結ぶ東京
BRT（Bus Rapid Transit）や空港

リムジンバスの発着可能な約1000㎡
のバスターミナルを設け、建設中の地
下鉄虎ノ門新駅（虎ノ門ヒルズ駅）や
虎ノ門駅とも連結するなど、東京オリン
ピック・パラリンピックを視野に入れ
た交通拠点も形成する。

空室率は1%台に突入

　オフィス仲介会社の三鬼商事のデー
タによれば、東京ビジネス地区（千代田、 
中央、港、新宿、渋谷の5区）の新規ビ
ルと既存ビルを合計した平均空室率
は、2018年3月末に3％を割り込んで以
降もほぼ着実に低下を続け、11月末時
点では1.98％となった。1年前の2017
年11月末時点と比較して、1.05ポイン
トの低下がみられる。これは、2008
年9月に発生したリーマン・ショック前
の水準に匹敵する。
　新築ビルと既存ビル別にみると、新
築ビルは3.45％、既存ビルは1.94％と
なっている（図2）。過去の推移を踏ま

えると、両者の差がかなり縮小している
ことがわかる。概して、新築ビルの空
室率は、その時点で対象となるビルに
大規模ビルが多くなると、成約状況に
よって振れ幅も大きくなる傾向にある。
2018年は大規模ビルの完成が増えて
きたが、それでも新築ビルの空室率が
安定的に低下していることから、新築
ビルの成約が早い段階から進んでい
る実態がうかがえる。また、対象となる
ビル数の裾野が広い既存ビルでも着
実に空室率が低下していることは、オフ
ィス需要が堅調であることを示している。
　区別にみると、平均空室率は千代
田区は1. 98％、中央区は2. 82％、港
区は1. 97％、新宿区は1. 43％、渋谷
区は1. 06％で、区による差も小さい傾
向にあると言えよう。中でも、渋谷区と
新宿区は、1％前後の水準にまで低下
しており、まとまった面積の確保が困
難な状況にある。空室率の低下に伴
ない、賃料水準は緩やかな上昇基調
が続いている。

図2　新築ビル、既存ビル別にみた都心5区のオフィス空室率の推移（左軸）と新築ビルの供給量（右軸）

【注】　①三鬼商事のデータより、筆者作成
　　   ②対象は、東京ビジネス地区（千代田、中央、港、新宿、渋谷の5区）に立地する基準階面積100坪（約 330㎡）以上のオフィスビル
　　   ③新築ビルは各時点の月を含め、12カ月以内に竣工したビル
　　   ④ 2018年の新築ビルの供給量は、竣工予定ビルを含んでいるため、変更される可能性がある
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表　2020年以降に東京23区内で完成予定の主な大規模オフィスビル （所在するエリア別に記載）

【注】　①日経BP社「日経不動産マーケット情報」2018年6月号の「これからできる大規模オフィスビル」をもとに、2018年11月に調査を加え、追加・更新した
　　　②対象は、賃貸オフィスを主用途とした延べ床面積5万㎡以上の建物で、事業主の自社使用を中心としたものは除いた
　　　③延べ床面積は、原則としてオフィスを主用途とした建物の延べ床面積を指すが、一部に商業棟など他棟との合計値の場合や、建物全体のうちオフィス部分の面積を示す場合がある
　　　④事業主は、実質的な事業推進者を示している
　　　⑤オフィスビル名称（開発名称など）、延べ床面積などは調査時点のもので、変更されている可能性がある
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2021 豊洲地区4-2・3 街区開発計画
4-2街区オフィス棟 江東区豊洲 6丁目 清水建設 4-3街区はホテル棟11 0 84,000

2022 羽田空港跡地第1ゾーン整備事業
 （第一期事業） 大田区羽田空港

羽田みらい開発（鹿島、大和ハウス工業、
京浜急行電鉄、日本空港ビルデング、
空港施設、東日本旅客鉄道、東京モノレール、
野村不動産パートナーズ、富士フイルム）

研究開発施設、先端医療研究センター、
会議場、イベントホール、
研究・研修滞在施設

125,400

2020 文京ガーデン GATE TOWER 文京区小石川 1丁目 三井不動産、三井不動産レジデンシャル、
三菱地所レジデンス、新日鉄興和不動産など 南街区全体は2021年11月竣工予定23 2 94,728

2020 Hareza Tower 豊島区東池袋 1丁目 東京建物、サンケイビル（豊島区） TOHOシネマズ池袋、店舗、
隣接地に新ホール棟33 2 68,600

2022年度 中野二丁目地区再開発 業務棟 中野区中野 2丁目 住友不動産 延べ床面積は、オフィス部分の面積を示す20 2 36,600

完成
予定年 オフィスビル名称（開発名称など） 所在地 事業主 延べ床

面積（㎡） オフィス以外の用途例など地上
階数

地下
階数

2020 OH-1 計画　A棟
千代田区大手町 1丁目 三井物産、三井不動産 三井物産本社、フォーシーズンズホテル、

多目的ホール、貸会議室

31 5
358,397

2020 OH-1 計画　B棟 39 5

2021 東京駅前常盤橋プロジェクト A棟
千代田区大手町2丁目ほか

三菱地所、東京都下水道局、
大和証券グループ本社、三越伊勢丹、
東京電力パワーグリッド、
有限会社大手町開発、都市再生機構など

大手町連鎖型都市再生プロジェクト
第4次事業

40 5 146,000

2027年度 東京駅前常盤橋プロジェクト B棟 61 5 490,000

2020 丸の内1-3 計画 タワー棟 千代田区丸の内 1丁目 三菱地所、一般社団法人全国銀行協会、
みずほフィナンシャルグループ

みずほフィナンシャルグループ、
一般社団法人全国銀行協会入居予定29 4 180,988

2020 神田錦町二丁目計画 千代田区神田錦町 2丁目 住友商事 多目的ホール、貸会議室、店舗21 1 85,352

2022 九段会館の一部保存・建替え事業 千代田区九段南 1丁目 合同会社ノーヴェグランデ
 （東急不動産、鹿島）

宴会場、カンファレンスセンター、
シェアオフィス、店舗17 3 68,024

2024年度 東京駅前八重洲一丁目東地区再開発　B地区 中央区八重洲 1丁目 東京建物 医療施設、カンファレンス、店舗54 4 229,750

2022 八重洲二丁目北地区再開発  A-1街区 中央区八重洲 2丁目 三井不動産 ブルガリホテル東京、ビジネス交流・ 
サポート施設、区立小学校45 4 287,200

2023年度 八重洲二丁目中地区再開発 中央区八重洲 2丁目 三井不動産、鹿島、ヒューリックなど サービスアパートメント、
インターナショナルスクール46 4 418,000

2023年度 京橋一丁目東地区 B街区 中央区京橋 1丁目 戸田建設 2021年度着工予定28 3 101,500

2025年度 日本橋一丁目中地区再開発 C街区 中央区日本橋 1丁目 三井不動産、野村不動産 大規模カンファレンス、宿泊滞在施設、
ビジネスイノベーション施設（写真1参照）51 5 395,000

2024年度 赤坂二丁目プロジェクト 港区赤坂 2丁目 森トラスト ホテル・サービスアパートメント、歴史・
文化発信施設、店舗、診療所43 3 220,000

2022年度 虎ノ門ヒルズステーションタワー 港区虎ノ門 2丁目 森ビル、都市再生機構、東洋海事工業 ホテル、ビジネス発信拠点、店舗49 4 237,000

2023 虎ノ門二丁目地区再開発 業務棟 港区虎ノ門 2丁目ほか 都市再生機構、国家公務員共済組合連合会 2019年度着手予定、
第一段階で病院棟建設36 3 167,900

2020 竹芝ウォーターフロント開発計画 高層棟 港区海岸 1丁目 東日本旅客鉄道 ホテル、オフィス、店舗26 2 65,700

2020 竹芝地区開発計画A街区（業務棟） 港区海岸 1丁目 アルベログランデ（東急不動産、鹿島） ホテル、オフィス、店舗40 2 181,682

2026年頃 新橋駅西口地区再開発 港区新橋 2丁目 野村不動産、エヌ・ティ・ティ都市開発 オフィス・商業中心、
対象区域：約2万8000㎡（写真2参照）

2021 新橋田村町地区再開発 港区西新橋 1丁目 三井物産都市開発など オフィス、カンファレンス、店舗27 2 106,000

2023 虎ノ門・麻布台地区再開発 A街区 港区虎ノ門 5丁目ほか 森ビル、日本郵便 住宅、インターナショナルスクール、
生活支援施設65 6 461,840

2020 東京ワールドゲート 虎ノ門トラストタワー 港区虎ノ門 4丁目 森トラスト ホテル・サービスアパートメント、住宅、 
医療施設、ラウンジ・カンファレンス、店舗38 3 195,191

2020 msb Tamachi 田町ステーションタワー N 港区芝浦 3丁目 東京ガス 店舗、スマートエネルギーセンター36 2 152,800

2022年度 TTMプロジェクト 港区芝 5丁目 田町ビル、徳栄商事、三菱重工業 三菱重工業入居予定131,000

2023年度 三田三・四丁目地区再開発　1 街区 港区三田 3丁目ほか 住友不動産、大林組 貸会議室、店舗42 3 196,744

2024年度 泉岳寺駅地区再開発 港区高輪 2丁目 東急不動産、京浜急行電鉄、東急建設、
京急建設

住宅、店舗、地下鉄泉岳寺駅の
改良を含む110,000

2024年度 品川駅北周辺地区開発計画　3街区
港区高輪 2丁目ほか 東日本旅客鉄道

店舗、生活支援施設31 5 211,000

2024年度 品川駅北周辺地区開発計画　4街区 ホテル、コンベンション、店舗、
ビジネス支援施設30 3 460,000

2027年度 渋谷スクランブルスクエア 中央棟
渋谷区渋谷 2丁目 東京急行電鉄、東日本旅客鉄道、東京地下鉄 東棟を含む街区全体の

総延べ床面積：27万6000㎡

10 2
95,000

2027年度 渋谷スクランブルスクエア 西棟 13 5

2020 豊洲ベイサイドクロス AC 棟
江東区豊洲 2丁目 三井不動産、IHI ホテル、店舗、エネルギーセンター

36 2 184,000

2020 豊洲ベイサイドクロス B棟 24 1 75,000

2021 浜松町二丁目4地区 A街区 南館
港区浜松町 2丁目 世界貿易センタービルディング、鹿島、

東京モノレール、東日本旅客鉄道

店舗39 3 95,239

2025 浜松町二丁目4地区 A街区 本館 レセプション施設、生活支援施設37 3 145,000

2020 四谷駅前地区再開発 業務棟 新宿区四谷 1丁目ほか 都市再生機構、三菱地所、第 5メック都市開
発特定目的会社、四谷駅前地区再開発協議会

低層の文化国際交流棟、教育施設、
商業施設、住宅棟31 3 139,641

2023年度 渋谷駅桜丘口地区再開発 A街区 渋谷区桜丘町ほか 東急不動産 起業支援施設、店舗39 4 184,800

2023年度 芝浦一丁目計画 S棟
港区芝浦 1丁目 野村不動産、NREG東芝不動産、

東日本旅客鉄道

ホテル、店舗46 5
550,000

2029年度 芝浦一丁目計画 N棟 住宅、店舗、次世代エネルギー交流施設、
子育て支援施設47 5
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池袋、四谷、羽田でも大規模開発

　都心部の伝統的なオフィス街での再
開発や建て替えは、引き続き活況を呈し
ているが、これまで開発が比較的少な
かったエリアでも大規模開発が並立し
て進んでいる。また、国や自治体が所
有する土地を、民間事業者のアイデア
により開発する例も増えてきた（表）。
　池袋エリアでは、2019年にダイヤゲ
ート池袋が完成する。地上20階地下
2階建て、延べ床面積約4万9661㎡の
規模で、西武鉄道池袋線をまたぐ形状
のビルとなる。将来的には、豊島区が
構想中の池袋駅東西連絡通路（東西
デッキ）との接続も予定している。池
袋駅の東側では、豊島区が旧本庁舎
跡地と公会堂跡地を民間事業者に貸し
付け、オフィス棟と新ホール棟に建て替
える事業が進んでいる。オフィス棟の
Hareza Tower（ハレザタワー）は、
地上33階地下2階建て、延べ床面積
約6万8600㎡の規模で、7階から32階
がオフィスフロアとなる。低層部には
シネマ・コンプレックスや店舗などを
設ける。この2棟を含む一画を「国際ア
ート・カルチャー都市としま」のシンボ
ルとし、ハレザ池袋の名称で2020年 
7月にグランドオープンする。
　四ツ谷駅の北西側では、小学校跡

地などを含む約2.4haの区域で進行中
の四谷駅前地区再開発が、2020年に
完成を迎える。超高層の業務棟、低層
の公益施設や住宅棟などで構成し、総
延べ床面積は13万9641㎡。公益施
設には、国際交流基金と国際観光振
興機構の入居やスポーツなどの多目
的施設の導入を予定している。
　一方、湾岸部では、羽田空港の沖
合への拡張移転に伴って発生した土
地を開発する羽田空港跡地第1ゾーン
整備事業（第一期事業）が始動してい
る。東京、そして日本の玄関口である
という立地ポテンシャルを生かし、約
5.9haの敷地に研究開発施設、先端医
療センター、会議場、イベントホール、
研究・研修滞在施設などを整備する計
画で、大田区と連携して事業を進める。
2020年に先行施設開業、2022年にグ
ランドオープンを予定している。

周辺開発との連携や動線整備も

　JR品川車両基地跡地では、品川駅
北周辺地区開発計画が動き出した。
約7.2haの土地を四つの街区に分け、
総延べ床面積約85万1000㎡の建物を
建設する。用途はオフィス、住宅、ホ
テル、店舗、コンベンション、インタ
ーナショナルスクールなどで、国際ビ

ジネス交流拠点の形成を図る。建設
中の品川新駅（高輪ゲートウェイ駅）と
はデッキレベルと地上レベルで重層
的に広場を設けるほか、泉岳寺駅地
区再開発と連携し、交通結節機能や滞
留機能を一体的に整備する。芝浦港
南、高輪、三田・田町の各地区へつな
がる歩行者通路も設置するなど、エキ
マチ一体の都市基盤形成をめざす。
2024年度の完成を予定している。
　芝浦地区では、芝浦一丁目計画の
準備が進んでいる。浜松町ビルディ
ングなどが立つ4ha超の土地に、超高
層ビル2棟と5棟の低層棟など総延べ
床面積約55万㎡の建物を段階的に建
設する。超高層のS棟はホテル、オフ
ィス、店舗などで構成し、2023年度の
完成を予定する。一方のN棟は、オフ
ィスや住宅のほか、低層部に次世代エ
ネルギー交流施設や子育て支援施設
などを配置し、2029年度の完成を予定
する。このほか、歩行者専用道路の
整備などで大規模開発が進む浜松町・
竹芝エリアとの回遊性を高め、国際ビ
ジネス・観光拠点の形成をめざす。
　2020年以降を見据え、周辺エリアの
開発との提携や、動線・回遊性に配慮し
た大規模開発が続いている。完成を迎
える開発の効果を検証しながら、東京
の変貌を注視していく必要があるだろう。

写真 1　日本橋一丁目中地区再開発 C街区
南側は永代通り、東側は昭和通りに面し、北側は日本橋川に臨む一画で、

「国際金融都市・東京」の形成をめざす。最大規模となるC街区には、 
オフィスを中心とし、宿泊滞在施設、カンファレンス施設、ビジネス支援 
施設などから成る超高層ビルを建設する。日本橋川沿いの街区では、 
にぎわいや交流の機能を高め、観光需要の受け入れを進める。

写真 2　新橋駅西口地区再開発
対象地区は、新橋駅西口に位置するSL広場、ニュー新橋ビル、隣接する新橋
3丁目・4丁目の一部エリアを含む約2.8haとする予定。業務・商業施設の整備、
防災機能の整備、交通拠点としての一層の機能強化などを図る。
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