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進む交通改革、
変わるビジネス
2020年の東京五輪開催を契機として、東京の交通インフラ整備が急速度で進んでいる。
鉄道や道路、BRTまでも含んで、都心と国際空港、臨海部へのアクセス強化が重視されているが、
これらは東京の各オフィスのアクセスにも影響を与えてくるだろう。
新しい路線、駅、乗り物などが東京を変化させていく。
これからのオフィス立地は、ますます「交通力」がものを言う時代となっていくだろう。

「交通力」を測る特集 第1回
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「交 通 力」を測 る
オフィス 選 び の
新しい 測 定 基 準

読者アンケートのお願い
読者の皆様のご意見やご感想を、今後の誌面づくりに活

かしたいと思い、読者アンケートを実施しております。

下記の「回答方法」から、アンケートにご協力お願いします。

ご回答いただいた方の中から先着で100名の方にQUOカ

ード1,000円券をプレゼントします。※

【回答期限】
2016年7月31日（日）

【回答方法】

に直接アクセス
https://www.reg.mecyes.co.jp/public/application/add/80
アンケートサイト

QRコード

右記のQRコードからスマートフォン

などでアクセス

※1社1名に限ります。
　なお、プレゼントにつきましては原則弊社社員がお届けに伺います。

オフィス選びの新しい測定基準

　オフィスを選ぶ時、何を基準にするだろうか? 「立地」
「賃料」「設備」などももちろん重要な要素だが、オフ
ィスのあるエリアの魅力は、社員各人のワークスタイル
に大きく作用してくる。交通利便性、休憩時間や終業後
の気分転換の場があることなどは、ビジネスにも大きな
プラス効果をもたらすはずだ。
　「オフィスメジャー」と題し、新たなオフィスの測定基
準を紹介していきたい。
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味方に

新しい駅前エリアの誕生
半世紀ぶりに建設されるJR山手線新駅と東京メトロ日比谷線

虎ノ門新駅（仮称）。新たな駅前エリアには交通結節機能や

商業、生活関連の施設も集約されるため、ビジネスサポート

の充実も期待できる。

海外出張がより気軽に
国際空港から都心へのアクセスが世界の主要都市と比較して

不便だと言われている東京。「羽田空港アクセス線」や「都

心直結線」などの構想が実現すると、都心から空港への行き

来が楽になり、海外出張の負担も軽くなりそうだ。これにより

海外ビジネスの拡大もより現実的になるのではないだろうか。

1964年の五輪開催を契機に都市の交通
基盤を整備した東京。2020年の五輪開
催に伴い、東京は、より便利にそして国際
都市としての魅力を高めるため、交通アク
セスの改善を急速に進めている。
国土交通省が今年4月にまとめた、今後
15年間の東京圏の鉄道整備の指針で
は、羽田や成田など国際空港と都心を結
ぶ路線の強化が優先度の高いプロジェク
トとされた。
また、鉄道だけでなく、バスやタクシーな
ど多様な交通手段も、急増するインバウン
ド（訪日外国人旅行者）対応のため、改革
を始めているが、これらは、ビジネスにお
いても有益に活用できるのではないだろ
うか。

「1時間後に名古屋で打ち合わせ」
も可能に
2027年に東京・名古屋間で先行開業するリニア中央新幹線。

現在、東海道新幹線で1時間36分要する乗車時間が、約40

分まで短縮される。これまで出張先として考えていた名古屋

も、一日のアポイントの一つとして考えられるようになるだろう。

都心・国際空港間アクセス向上Topics.1

羽田空港へのアクセス
現況 約28～33分

▶ 約18分

リニア新幹線開業Topics.2

通勤ラッシュが無くなる日も近い！？
都心と臨海部を結ぶ東京メトロ有楽町線の豊洲～住吉間の延

伸計画や、リニア始発駅となるJR品川駅から地下鉄白金高輪

駅間の新設など、地下鉄の拡充も進む。乗換路線の選択肢

が増え、ラッシュ時の混雑緩和が図られると、遅延が減少し、

より確実でストレスの少ない移動となるだろう。

地下鉄延伸・新設Topics.3 新駅整備Topics.4 次ページで深堀り！

区を越えた自転車シェアリング
東京都内4区（千代田区、中央区、港区、江東区）では、

シェアサイクルの区を超えた広域利用を開始した。都心の自

転車移動は、見落としがちな街の変化にも気づくことができ、

効率的なビジネス情報収集ができるだろう。

広域シェアサイクルTopics.8

多様な交通手段を選択肢に
バスタ新宿の開業以後、渋谷、八重洲や虎ノ門に巨大バス

ターミナルが続 と々出現する。これらのバスターミナルには、

電車やタクシーなどの様 な々交通機関が集約されるため、そ

の時の交通状況に応じた移動手段を多様な選択肢から選ぶ

ことができる。

巨大バスターミナルTopics.6

タクシー移動がより身近に
都内タクシー会社が、初乗り運賃を現在の2km730円から、

1km強410円に引き下げることを検討している。近い距離で

も気軽にタクシーが利用でき、移動が多い営業マンの頼もし

い味方になるだろう。

タクシー初乗り料金引き下げTopics.7

A区

B区

C区

A区

B区

C区

Smooth

都心からの距離が6km圏内にありながら直通する鉄道がな

い臨海部。五輪にあわせ都心・臨海部間に定時性が高い

BRTが整備される。MICE拠点である臨海部へスムーズに移

動できる「足」となることが期待されている。

都心からMICE※会場へ
アクセス手段が充実

BRT（バス高速輸送システム）Topics.5

都心部

臨海部 MICE

BRT

※企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、
　展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称

1.059km

410円

730円

2km

鉄道ネットワーク整備プロジェクト イメージ図

※掲載の情報は「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について（案）」
（国土交通省 平成28年4月7日）を基に作成したものです。今後変更と
なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

「交 通 力」を測 る
オフィス 選 び の
新しい 測 定 基 準

品川・名古屋間の所要時間
現況 約96分

▶ 約40分 1/2
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駅」、日比谷線「神谷町駅」の中間地点に位置するこの虎ノ門

エリアは、新たな交通結節機能を持つことにより、国際空港

との行き来を容易にし、急速に国際ビジネス拠点としてのポ

テンシャルを高めることになる。

　これからの5年、10年で東京の交通力は大きく変わってい

くことが予想される。虎ノ門エリアのように、新駅設置を契

機に連鎖的にビジネス重要拠点とのアクセスが向上する場合

もある。

　また、刻々と変化するニーズや市場に合わせるため、これ

まで海外への事業展開を検討していなかった企業も方向転換

が必要になるかもしれない。

　市場の変化と交通力の変化という二つの側面を俯瞰的に見

据え、自社のビジネス展開に有益なオフィスを選ぶ力は、今

後、企業にとって重要なアドバンテージとなるだろう。

　日本貿易振興機構（JETRO）が行った日本企業の海外事業

展開に関するアンケート調査によると、円安が続く現在でも中

小企業を含む約5割の企業が海外進出へ意欲を見せている。

　日本国内で培ったビジネスノウハウを、海外で通用させる

には、現地でのマーケットリサーチやニーズの引き出しが重

要となり、日本から諸外国へ出向く回数は必然的に増加する。

今より高い頻度で多数の社員が海外に出向くようになると、

企業は、都心から羽田や成田などの国際空港へのアクセスを、

現在より便利で短時間化することを求めるようになるだろう。

次の
オフィス選びに
新たな視点を

加えよう

「立地」から「交通力」へ視点を広げると、
オフィス選びの基準も変化します

三菱地所リアルエステートサービス
賃貸事業グループ
ビル営業一部 二課 主事

蓮山正志氏

オフィス選びの新しい測定基準

市場の変化とともに高まる
都心・国際空港間アクセス向上への期待

都心・国際空港間アクセスの向上は
ビジネスに大きな影響を与える

オフィスのアクセスは一般的に、駅徒歩分数や最寄り駅・乗り入れ

路線数で測られています。しかし、自社の経営課題への解決に向

けたアクセスの測り方が最も重要です。将来的に東京の交通イン

フラが一新されると、現在アクセスが不便と思われていても交通

力が高まるエリアも出てきます。上記のチェック項目を参考にして、

オフィスを「交通力」という視点で測ってみてはいかがでしょうか。

OFFICE MEASURE

オフィスから空港まで
不便さを感じずに行けますか？
羽田や成田までのシームレスなアクセスは
今後の海外ビジネス展開の重要なファクターに。

将来変わるエリアの路線図を
イメージしていますか？
新駅や地下鉄延伸などの計画は、
移動時間の短縮を実現し、ビジネスの機動力に。

オフィス周辺の近距離交通手段の
多さに気付いていますか？
路線バスやタクシーだけでなく、コミュニティバスや、
シェアサイクルなども移動の強い味方に。

駅前エリアの施設の充実は
進んでいますか？
今アクセスが不便と感じるエリアでも、
5年後は飛躍的に利便性が向上している可能性も。

オフィスから1時間で
どこまで移動できますか？
リニア新幹線の開通で東京～名古屋が40分圏内に
短縮。今後の交通改革により1時間で
もっと遠くまで移動できるようになるかもしれません。

チェック

今後の海外進出方針

現状を
維持する
12.8％

縮小、撤退が
必要と考えている
0.7％

今後とも海外への
事業展開は行わない
14.1％

その他 6.2％

無回答
12.9％

海外進出の
拡大を図る

53.3％

海外進出を拡大する理由

出典： 2015 年度日本企業の海外事業展開 に関するアンケート調査 ～ジェトロ海外ビジネス調査～ 
 （上記グラフ2点とも）

複数回答

海外での需要の増加 81.6%

国内での需要の減少 48.5%

取引先企業の海外進出 36.0%

海外市場の収益性が高い 15.7%

独立行政法人 都市再生機構
東日本都市再生本部
都心業務部 
虎ノ門エリア計画第1チーム
チームリーダー

中條由規氏

　都内の交通改革が活発な中、東京メトロ日比谷線に虎ノ門

新駅（仮称）プロジェクトが2020年の供用開始に向け進行

している。独立行政法人都市再生機構（UR）で新駅の整備

を進めているチームリーダーの中條由規氏に話を聞いた。

　「虎ノ門新駅（仮称）の開発は、駅単体としての機能以上に、

他の交通手段といかにスムーズに乗り換えができる場所にな

　また、海外進出の目的は、1990年代の円高局面では、製

造業が人件費や材料費の割安な海外に生産拠点を設置すると

いうものが多かった。しかし、近年では日本国内マーケット

の縮小をうけ、サービス業などの非製造業が新たなマーケッ

トを海外で拡大しようとシフトしつつある。

るかということに重点を置いて

います。新駅周辺には、臨海部

や空港へのアクセス強化を目指

したバスターミナルが整備され

る予定ですので、国際空港であ

る羽田や、国際的なコンベンシ

ョンや会議の拠点機能を持つ湾

岸部との結節点となります。そ

れらと新駅をいかにシームレス

に繋げるかが、新駅整備の鍵と

なりますね」と話す。

　東京メトロ銀座線「虎ノ門

交通改革の効果を見据えたオフィス選び

「交 通 力」を測 る
オフィス 選 び の
新しい 測 定 基 準

国際空港へのシームレスな移動に
重点を置く新駅の誕生

東京メトロ日比谷線霞ケ関駅～神谷町駅間の国道1号と環状第2号線の交差点付近
に整備予定の「虎ノ門新駅（仮称）」（2020年供用開始予定）の全体イメージ
※実際の整備内容と異なる場合があります。
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