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青山外苑矯正歯科
●表側矯正、ストレートワイヤー法による裏側矯正、マウスピース矯正、
インプラント矯正、小児矯正、外科矯正などあらゆる矯正治療に対応。ア
スリートのための歯列矯正にも定評がある。
〒107-0062　東京都港区南青山2-26-37 VORT外苑前Ⅰ8F

http://www.aoyama-kyosei.jp/  
Tel. 03-3404-0418

1993年昭和大学歯学部卒業。1998年に同大矯正科博士課程を修了し、助手、講師を経て、
2003年に医療法人社団杏林会青山外苑矯正歯科を開業。治療に従事しながら、他病院の矯
正治療責任者を務め、講演も行う。また、大脳への香りの作用に着目し、日本アロマコー
ディネーター協会・アロマコーディネーターの資格を取得。趣味はスポーツ観戦、読書など。
自身の子どもと過ごす時間が何よりの息抜き。

院長

横谷 浩爾様

患者さんの負担を和らげるため 
さらなる高度な技術を追求

　2003年、外苑前エリアに開業した理由は母校である
昭和大学の附属病院勤務時代に遡ります。
　「大学病院では教育、研究、治療の3つを同時にこな
さなければなりません。母校は特に矯正の教育に力を入
れていて熱心な先生ばかり。薫陶を受けた僕も一生懸命
取り組み、夜遅くまで病院にいることが多かったんで
す。そんなとき、刺激になったのが病院の屋上から眺め
る外苑前や青山の眩しい光。健康や美に対する意識の高
い人たちが集い、大企業の本社や芸能関係の事務所も多
いこのエリアには僕の技術を必要とする人がいるはずだ
と開業を決意しました。もちろん、交通の便がよく、患
者さんが通院しやすいことも理由です」
　平日は20時まで、さらには土日も診療。絶えず患者
さんが訪れる中で、細やかな対応ができるのは歯科衛生

士のサポートが大きいからだと、横谷院長はいいます。
　「スタッフは苦楽を分かち合える同期がいるように、
必ず2人同時に採用します。それが功を奏しているのか、
スタッフ同士のコミュニケーションがとても円滑。自主
的に考え、動いてくれるから僕は治療に専念できます」
　技術と心配りが評判を呼び、地方や海外から通う患者
さんも少なくない青山外苑矯正歯科。多忙を極めていて
も横谷院長はアメリカの著名医師に師事し、最新の治療
機器を導入するなど、つねに技術向上に努めています。
　「一般的な治療期間は2年から2年半ですが、できるだ
け短期間で苦痛が少なく、患者さんのライフスタイルを
邪魔しない治療法を追求しています。また、スポーツが
好きなので、身体能力の向上やメンタル強化につながる
アスリートの矯正にもさらに力を入れていきたい。まだ
課題は多いですが、審美と機能両方あわせての歯科矯正。
治療を終えて『思いっきり笑えるようになった』と喜ん
でくださる方が一人でも増えてくれたら嬉しいですね」

1診察室の天井はDVDが流れるシアターに　2優しい心遣いが溢れる、院長こだわりのパウダールーム　3歯ブラシ、綿棒、
ハンドクリーム、制汗剤、香水等、充実のアメニティ　4うがい水は、細菌感染の不安のない3種類のミネラルウォーターから
選べる　5ゲーム機にDVD、キンドル等、待ち時間を楽しく過ごせる　6待合室は一席ずつ区切られ、ライトも完備
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2019年6月撮影

VORT外苑前Ⅰ

［所在地］東京都港区南青山2-26-37
［最寄駅］銀座線「外苑前」駅 徒歩1分
［規　模］鉄骨鉄筋コンクリート造9階建
［総戸数］14戸
［築年月］1991年9月
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青山外苑矯正歯科 様

近年、成人の歯科矯正人口が増えているといいます。「歯
並びの良し悪しが人生を左右する」と語るのは青山外苑
矯正歯科院長の横谷浩爾様。健康や美容への意識が高い
人々が集う東京・外苑前エリアで、たしかな技術と細や
かなカウンセリングで患者さんからの支持を得る横谷院
長に、歯科矯正の重要性を伺いました。

笑顔輝く幸せな人生の手助けをしたい
歯並びを治せば、自信が生まれる

あらゆる矯正法を駆使し 
患者さんに寄り添った治療を行う

　玄関の扉を開けるとふわりと広がるアロマの香り。白
とピンクでコーディネートされた待合室には患者さんが
退屈しないようにとDVDプレーヤーや携帯型ゲーム機
が置かれています。診察室から聞こえてくるのは温もり
に満ちた明るい声。その声の主が横谷院長です。
　「歯科矯正には人生を変える力があるんです。歯並び
を治すと噛み合わせが良くなり、手入れもしやすくなる
ため、虫歯や歯周病などの予防になります。そして何よ
り、第一印象を良くする効果がある。歯並びが悪い人は
自尊心が低く、消極的だという研究報告もあります。美
しい歯は自信をもたらし、心に余裕を生み、前向きな人

生が送れるようになるのです」
　患者さんの年齢層も治療目的もさまざまですが、就職
活動や結婚など人生の節目に備えて矯正を始める人が多
いといいます。だからこそ横谷院長は患者さんの事情や
ライフプランに合わせた治療を大切にしています。
　「当院は矯正装置を歯の表側につける表側矯正、裏側
につける裏側矯正、マウスピース矯正、インプラント矯
正などあらゆる矯正法に対応できる数少ない医院です。
それぞれの特徴を活かした複合治療が可能なため、初め
は治療スピードが速い表側矯正を行い、就活が始まった
ら目立たない裏側矯正に変えるというような、患者さん
に寄り添った治療を行うことができます」
　そのために重要なのがカウンセリングです。青山外苑
矯正歯科では初回の診療に特に時間をかけ、歯の状態か
ら矯正の目的、生活スタイルまで丁寧なカウンセリング
を行って治療計画を立てています。
　「患者さんが納得いく選択ができるように、プレゼン
テーションをします。あわせて歯や矯正についてしっか
り説明します。デンタルIQを上げ、自分の歯の現状を
正しく理解することが患者さん自身の意識を高め、より
早く的確な治療へとつながるのです」
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治神宮外苑の理念が息づいています。

オシャレな人たちが集う洗練された街

だけに良質な飲食店も数多くあります

が、これから春になればオープンテラス

のある店がおすすめ。いちょう並木に面

した「ロイヤルガーデンカフェ青山」「キ

ハチ 青山本店」、ホットケーキが人気の

「銀座ウエスト 青山ガーデン」などで一

息ついてはいかがでしょうか。

神宮外苑の景色が変わる 
15年におよぶ大規模再開発

1964年の東京オリンピックから半世

紀余り。再び東京にオリンピック・パラ

リンピックが招致されたことを機に、老

朽化が進んでいた国立競技場が建て替え

られました。2019年末に完成した新し

い国立競技場は建築家・隈研吾氏らによ

る設計で最大6万人収容。「杜のスタジ

アム」をコンセプトに国産の木材をふん

だんに使用し、周囲の緑と見事に調和し

ています。

こうした動きを踏まえて、神宮外苑一

帯では再開発計画が進められています。

明治神宮、日本スポーツ振興センター、

三井不動産、伊藤忠商事の4者によるも

ので明治神宮野球場と第二球場、秩父宮

ラグビー場が解体され、新たな野球場や

ラグビー場、ホテルなどを建設。青山通

りに面する伊藤忠商事本社ビルも建て替

え予定です。先駆けて、2019年11月に

は「三井ガーデンホテル 神宮外苑の杜

プレミア」がオープン。神宮外苑の緑や

新国立競技場の眺望が楽しめると評判で

す。すべて完了するのは2035年頃とい

う大規模な再開発ですが、外苑前駅北側

の景色は大きく変化することでしょう。

オフィス・商業施設や住宅の開発も行

われています。東京オリンピック1964

の際に報道陣の宿舎として建設、のちに

分譲マンションとなった外苑ハウスの跡

地には2020年、地上23階地下1階建て

のマンション「THE COURT 神宮外

苑」が竣工。明治公園に面し、その奥に

は新国立競技場が構える絶好のロケー

ションです。かつて外苑前エリアの象徴

として愛されてきたファッションビル・

青山ベルコモンズの跡地にはオフィス、

ホテル、商業ゾーンからなる地上20階

地下2階建ての「the ARGYLE aoyama」

も2020年に開業。また、都営青山北町

アパートも老朽化に伴う建て替えを開

始。「ののあおやま」と称された街区に

賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住

宅、店舗などが入る地上25階地下1階建

ての高層ビルが竣工しました。

さらなる進化が楽しみな外苑前エリア

を、「VORT」から眺めてみませんか。

ロケ地で有名な「いちょう並木」、歴史に触れる「聖徳記念絵画館」、「神宮球場」は東の野球の聖地、黄葉の「ロイヤルガーデンカフェ青山」、47都道府県の木材を使った「新国立競技場」。

VORT外苑前Ⅲ VORT神宮前

2018年1月撮影 2020年1月撮影

VORT外苑前Ⅱ　

2018年7月撮影

本連載バックナンバー掲載中！
100年企業に学ぶ経営論やリーダー論、東京を中心
とした都市力に関する独自の記事のほか、各種イベ
ント・セミナー開催の情報を発信しています。

情報サイト「100年企業戦略オンライン」はこちら

https://100years-company.jp
スマートフォン、タブレット
の方は右記よりアクセスいた
だけます。

都心を中心としたハイクオリティオフィスを多数ご紹介！
オフィスの増床・移転・購入など
お気軽にご相談ください。 0120-953-482

＊下記以外にも VORTシリーズ展開中

東京のカラフルな街のチカラをご紹介  Vol.09
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る都心の憩いの場でもあります。

オフィスとアートが共存する 
洗練された街並み

東京メトロ外苑前駅をはじめ、JR千

駄ケ谷駅・信濃町駅、都営地下鉄青山一

丁目駅・国立競技場駅と複数の駅が利用

可能な外苑前エリア。利便性の高さに加

え、西に表参道・原宿、東は赤坂に隣接

し、六本木も徒歩圏内という都内有数の

商業地に囲まれた立地条件の良さから企

業の進出も目立ちます。

伊藤忠商事の東京本社ビルは外苑前駅

のすぐそば。飲食店やアートギャラリー

「伊藤忠青山アートスクエア」が入る商

業施設「Itochu Garden」も隣設して

います。2017年に新社屋がオープンし

て話題になったのはエイベックスです。

各フロアにテーマを設け細部までこだ

わった地上18階建てのビルは2019年

度のグッドデザイン賞を受賞しました。

ほかにも2020年1月にショールームを

リニューアルオープンした本田技研工業

や日本オラクルなど大手企業の本社が点

在しています。

一方で、神宮外苑の西側にあたる神宮

前や千駄ヶ谷は文教地区に指定され、大

通りから一歩入れば閑静な住宅街が広

がっています。その街並みに溶け込んで

いるのが能楽の専門公演場「国立能楽

堂」や日本将棋連盟の本部がある「東

京・将棋会館」。また、デザイナーのコ

シノジュンコ氏が「キラー通り」と名づ

けた外苑西通りにはアパレルやインテリ

アのショップのほか、現代美術を中心に

展示する「ワタリウム美術館」や複数の

ギャラリーが点在。流行に敏感で文化芸

術を大切にするこのエリアには、今も明

豊かな緑に歓声が響く 
日本のスポーツの聖地

青山通り（国道246号線）の青山2

丁目交差点から延びる約300mの「神

宮外苑いちょう並木」。夏は涼しげな

緑、秋は黄金色に輝く美しい景観は外苑

前エリアを象徴するランドマークとして

有名です。この並木道の先に広がるのが

「明治神宮外苑」。1926（大正15）年に

青山練兵場跡地に完成した洋風庭園で、

中心となる「聖徳記念絵画館」には明治

天皇の事蹟を描いた絵画80点が展示さ

れています。また、同時期に竣工した

「明治神宮野球場」はその後東京ヤクル

トスワローズのホームグラウンドとして

使用されるほか、東京六大学野球や社会

人野球など多くのアマチュア野球の試合

が行われ、ファンに愛されています。

さらに戦後、スポーツが大衆に浸透し

始めるとラグビー日本選手権やトップ

リーグなどの試合が行われる「秩父宮ラ

グビー場」、バレーボールや卓球など屋

内競技の国際大会も開催される「東京体

育館」が設立されました。心身の鍛錬、

文化芸術の普及を目的として造成された

神宮外苑にはテニスコートやゴルフ練習

場、アイススケート場なども加わります。　

そして、1958（昭和33）年には「国

立競技場」が完成。この競技場が1964

（昭和39）年の東京オリンピックのメイ

ンスタジアムになったことで、外苑前は

スポーツの聖地として国内外に知られる

ようになったのです。

毎年8月には100万人の見物客を集

める「神宮外苑花火大会」、秋には約

180万人が来場する「いちょう祭り」

が催されるなど、大人も子どもも楽しめ

新国立競技場をはじめ、外苑前エリアは野球場やラグビー場、体育
館などが集まる「スポーツの聖地」。一方でアートやファッション
への感度も高く、大企業のビルも点在します。大規模再開発が進む
今、多彩な人々が集まる外苑前の賑わいを体感しに出かけましょう。

ロケ地で有名な「いちょう並木」、歴史に触れる「聖徳記念絵画館」、「神宮球場」は東の野球の聖地、黄葉の「ロイヤルガーデンカフェ青山」、47都道府県の木材を使った「新国立競技場」。

外苑前エリアの VORT シリーズ

2015年4月撮影

VORT原宿

2014年12月撮影

VORT青山一丁目Dual’s VORT外苑前Ⅱ　

外
苑
前
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ん。さすがに増加スピードは弱まったものの、過去20
年以上続いてきた都心回帰の流れは止まっておらず、そ
うだとすれば2021年の夏を過ぎる頃には、東京は勢い
を取り戻しているはずです。
　「その頃には新型コロナウイルスの流行前以上に都市
は活性化していなければなりません。ニューヨークもロ
ンドンも考えは同じです。シンガポールや上海などアジ
アの各国に至っては、金融都市構想のライバルという側
面もあります」
　都市のリスクへの不安は、今に始まったことではあり
ません。気候変動、洪水、地震、テロ、政変、そしてパ
ンデミックなど、潜在するさまざまなリスクと向き合い
ながら、都市は動き、発展しています。「ウィズコロナ」
を前提に、どうやってウイルス感染を抑えながら私たち
の生活と都市を守っていくかが今後の命題であり、コロ
ナ禍の都市集積を懸念する世論に対しては、そのリスク
が「都市の価値」「都市の魅力」に勝るかどうかが分水
嶺だ、というのが市川氏の主張です。
　「東京が有する高水準な都市機能や人材、高度な医療
体制には、高い信頼性と価値があります。今後、新型コ
ロナウイルスがさらに強毒化するなどの変異をして都市
が壊滅するほどの被害が起きない限り、それを放棄する
シナリオは見えてこないし、集積の重要性が否定される
だけの事態には至っていません」
　東京を形成するための社会資本の投資はもはや、そこ
から逃げてほかへ移るレベルのものではありません。東
京は、まさに都市の真価を問われる局面を迎えています。

り、東京圏への人口の流入は今後も続くでしょう」
　世界の都市と戦うために、東京が金融を中心にしてさ
らなるバージョンアップを図るほど、国内では相対的に
東京の魅力がますます高まることになります。この構図
が簡単に変わらない以上、地方から東京への人口の流入
が止まる可能性は考えにくくなります。
　心配なのは長引くコロナ禍ですが、過去の東京圏の人
口流入動向を見ると、バブル崩壊でもリーマンショック
でもいったんは減少したものの、しばらくすると再び増
加しています（下図）。今回のコロナショックにおいて
も東京圏の人口は同様に推移し、ある程度の減少があっ
ても1、2年ほどで元通りになる、というのが市川氏の
見通しです。

コロナに負けない東京の価値と魅力

　市川氏は人口の流出について、2019年と2020年の
4～8月の人口移動を比較したデータから、ある事実を
発見したと言います。
　「都心から人が逃げているという意見もありますが、
実はそうではありません。東京に住む外国人が本国に
帰ったことで、外国人が多く住んでいる都心区と、周辺
区での近隣県への人口流失はたしかにあります」
　23区のうち、人口が減少したのは14区。残りの都心
の9区では増加率は前年より低いものの、人口は増えて
います。都心で減っているのは、欧米系外国人が多く住
む港区や、アジア系外国人が多く住む新宿区であり、中
央区や品川区、世田谷区などにはその傾向は見られませ

コロナ禍でも
さらに輝く都市
“東京”
～国際金融都市をめざす～

Online Seminar Report
［2020.11.11］

出典：国土交通省国土政策局資料を基に、弊社にて加工
※上図の地域区分は以下のとおり。
　・東京圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県　　・名古屋圏：岐阜県、愛知県、三重県　　・大阪圏：京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
　・三大都市圏：東京圏、名古屋圏、大阪圏　　　　・地方圏：三大都市圏以外の地域
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転入超過数（東京圏）のピークは1962年（39万人）

東京圏

地方圏

転出超過数（地方圏）のボトムは
1961年（▲65万人）

東日本大震災
（2011年）

リーマンショック
（2008年）

（年）

バブル景気に伴う人口移動期

第一次石油ショック
（1973年）

第二次石油ショック
（1979年）

バブル崩壊
（1991年）

大阪圏

名古屋圏

高度経済成長に伴う人口移動期  2000年以降の人口移動期

（東京圏）
2019年

145,576人

転
入
超
過
数（
万
人
）

東京圏転入超過の推移

6 V-Value    February  2021

日本経済の牽引役を担う東京を、世界の金融ハブにしようという取り
組みが加速化しています。2020年 11月 11日に開催されたオンライ
ンセミナーでは、都市政策研究の第一人者である明治大学名誉教授の
市川宏雄氏にご登壇いただき、ポストコロナ時代に東京はどう変化し
発展するのか、ご解説いただきました。本稿では、そのエッセンスを
ご紹介します。

　一方、東京都心部では国際ビジネス拠点開発プロジェ
クトが同時並行で行われています。虎ノ門や渋谷、丸の
内、日本橋など、各所に有力な民間のディベロッパーが
付いており、7、8年後には大半が完成する予定です。
同様に税制の改正、英語のできる人材の確保、空港の
キャパシティーなどの金融都市に必要な条件の解決が期
待されており、こうしたコンテンツと空間の整備の充実
は、国際的な金融都市実現の大きな下支えとなるはずで
す。
　「勝負はこの1、2年。まずアジア圏内の競争に負けな
いために、東京だけでなく国も本気になって取り組むこ
とが不可欠です」

東京への集積を牽引する「若い女性の転入」

　国は地方創生政策（2014年）の重点施策として、東
京圏への人口一極集中の是正をめざしてきました。しか
し、それでも年間10万人以上が東京圏に転入している
のが現状です。内訳を見ると男性より女性の割合が多
く、とりわけ地方中枢中核都市からやってくる20～24
歳の女性が突出しています。神戸市と京都市などごく一
部で例外はあるものの、若い世代の女性の転入が多いこ
とには大きな意味があると市川氏は言います。
　「彼女たちの一番の目的は就職です。働くために地方
中枢中核都市から東京圏へ転入しています。裏を返せば
地方の主要都市には、働き手をその場に留めるパワーや
魅力が不足しているわけです。その状況が変わらない限

国際金融都市をめざす東京

　東京都は世界のどの都市にも負けない競争力を持つこ
とを目的に、金融の活性化に取り組んでいます。その主
軸ともいえるのが、金融の中枢機能が集積する大手町か
ら兜町まで、さらに常盤橋地区を含めた一帯を「金融軸

（Tokyo Financial Street）」と位置づけ、名実ともに
ニューヨーク、ロンドンと並ぶ金融の拠点への飛躍をめ
ざす「東京国際金融センター」構想（2015年）です。
続いて2017年にはさらに強化した「国際金融都市・東
京」構想が策定されました。
　近年起きている香港情勢の激化によって、これまで香
港に集中していた金融リソースを日本に呼び込める絶好
のチャンスが到来しています。アジア各国の大都市が食
指を伸ばす中、日本は巨額の個人金融資産、GDP世界3
位、グローバル企業の集積度、治安の良さなど国際金融
ハブとしての条件が揃っており、相対的に有利な条件を
持っています。都は2020年に「国際金融都市・東京」
構想の改訂に着手し、金融を柱にした東京全体の飛躍を
狙っています。香港からの人口流出はすでに始まってお
り、イギリスをはじめオーストラリア、台湾など複数の
国が香港住民の受け入れを表明しています。やや出遅れ
た日本は、早急に名乗りを上げなければなりません。新
型コロナウイルスの流行が収束すると期待される2021
年の夏以降、東京が次のステージに上がれるかどうか
は、その活動の結果如何にかかっているといえます。

コロナ禍でも
さらに輝く都市
“東京”
～国際金融都市をめざす～

大都市政策研究機構・理事長

市川 宏雄氏
大都市政策研究機構・理事長、明治大学名誉教授。
日本テレワーク学会会長、日本危機管理防災学会会
長などの学術的活動に加え、文京区・中央区都市計
画審議会会長、港区・渋谷区基本構想等審議会会長
をはじめ、国土交通省、内閣府等の政府委員を多数
歴任。世界で活躍している都市政策の第一人者。
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た。彼が銀行を興したのは、「しずくの一滴一滴がやがて大
河になる」という「合本」の考えによるものだった。個人の
小さなお金を集めることで、国家の経済力の基盤をつくる。
それが発想の原点なのである。同様に著者も、われわれ一人
ひとりは微力であっても、「自分のために働いて自分のため
に使う」というMe（自分）の世界から一歩踏み出して、
We（われわれ）の力を結集し、「社会に還元するためにお
金を使う」ことで、社会を変えていこうと訴えている。
　本書は、金融の素人にはわかりにくい、ESG（環境・社会・
企業統治）とSDGsの違いや、SDGsを実現するための「イ
ンパクト投資」という新しい投資手法など、『論語と算盤』
をヒントに、個人でもできるSDGs投資の実践方法をわかり
やすく紹介している。コロナ禍後の世界をどう展望するかを
考える上でも、今読むべき重要な一冊である。

（週刊東洋経済2020年7月11日号 
「厳選ノンフィクション」掲載）

　本書の著者・渋澤健は、日本の「資本主義の父」渋沢栄一
の玄孫（やしゃご）だ。彼は、外資系金融会社や投資ファン
ドを経て、現在は長期の積立型投資信託を主軸とするコモン
ズ投信のファウンダー兼会長を務めている。
　栄一が、その代表的著作『論語と算盤（そろばん）』で説
き、実践した経営哲学は、倫理と利潤の両立をめざす「道徳
経済合一説」である。著者は、こうした栄一の経営思想を引
き継いで「論語と算盤」経営塾という私塾を立ち上げ、経営
者育成にも尽力している。
　本書のタイトルにもある「SDGs（Sustainable Devel-
opment Goals）」とは何か。これは、2015年9月の国連
サミットで採択された「持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ」に記載されている、世界が30年までに達成すべ
き「持続可能な開発目標」のことだ。貧困撲滅、気候変動対
策、不平等是正などから成る、持続可能な社会を実現するた
めの17の目標と、それを細分化した169のターゲットから
構成されている。「誰一人取り残さない社会の実現」という
のが、その中核的理念である。
　著者は、このSDGsと『論語と算盤』のめざすところは、
どちらも同じくサステナビリティ（持続可能性）だと考える。

『論語と算盤』の教えは、一見つながらない異分子や無駄、
矛盾同士をつなぐ「“と”の力を持とう」、つまり「論語」と

「算盤」のような相いれないものが車の両輪のように互いに
協力し合う「と（and）」の力の重要性を説くものだとい
う。白か黒か、倫理か利潤かという二者択一の「か（or）」
ではなく両方ともを選ぶということだ。
　そして、こうした「と」の力を問い続ける『論語と算盤』
の現代的かつ地球的規模での実践がSDGsであり、これをさ
らに一歩進めて、投資と結びつける「SDGs投資」を実現す
ることが、みずからの果たすべき使命だと考えている。
　栄一が活躍した明治維新期は、それまでの江戸時代の常識
がいっさい通じない、見えない未来を信じる力が求められる
時代だった。そうした時代にあって、彼は500の会社と
600もの教育機関、病院、社会福祉施設、社会活動団体の
設立に携わった。
　そして彼自身は、経済活動の根幹を「合本主義」と表現し

❶
『SDGs投資  
資産運用しながら社会貢献』
渋澤 健 著／朝日新書／810円＋税

「資本主義の父」渋沢栄一、SDGsとの深い関係

100年企業戦略研究所 所長

堀内 勉

◉その他のおすすめ書籍

❷
心ある日本の経営者たちへ、事業再生のプロからの提言
『コロナショック・サバイバル　日本経済復興計画』
冨山 和彦 著／文藝春秋／1200円＋税

❸
メガテクノロジーがもたらす世界の高速変化とは
『次のテクノロジーで世界はどう変わるのか』
山本 康正 著／講談社現代新書／860円＋税

❹
SDGsを通して見る2030年の世界地図
『2030年の世界地図帳　あたらしい経済とSDGs、未来への展望』
落合 陽一 著／SBクリエイティブ／1500円＋税

❺
日本経済再生のカギは「中小企業神話」の克服にあり
『国運の分岐点　中小企業改革で再び輝くか、中国の属国になるか』
デービッド・アトキンソン 著／講談社＋α新書／900円＋税

日本企業の進路を示す
ビジネス書

5選

「100年企業戦略オンライン」はこちら

https://100years-company.jp

01
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厳 選 コ ラ ム をピックアップ！

100年企業戦略研究所 所長　堀内 勉
　「ファイナンス」といえば、一般的にはまず「コーポレー
トファイナンス（企業財務）」を思い浮かべるのではない
でしょうか。これは、営利法人である株式会社の企業価値
を最大化するためのファイナンス手法が中心となります。
　これに対して、今、「ソーシャルファイナンス（社会的
金融）」という、対象を営利法人である株式会社に限ら
ず、より幅広く、NPO法人、学校法人、財団法人などの
非営利法人も含め、事業の社会性に注目したファイナン
スの在り方が注目されています。ソーシャルファイナン
スは新しい金融の分野で、一般的には、「社会的リターン
を実現するための金融」ということができます。
　「社会的リターン」とは、「社会的な課題解決や目的の
達成にどの程度寄与するか」という社会的価値実現の視
点からリターンを見るものです。
　その際に、重要な指針となるのが国連のSDGs（Susta-
inable Development Goals：持続可能な開発目標）です。

　SDGsは、国連加盟国が2015年から15年間で達成する
ために掲げた17の目標と169のターゲットから成り立っ
ていて、具体的には、貧困、飢餓、健康、教育、ジェン
ダー、衛生、エネルギー、都市、気候変動、海洋資源、
格差などの残された課題の解決をめざしています。これ
が、世界中のすべての社会活動に共通の座標軸として据
えられることになりました。
　ソーシャルファイナンスも、大きな意味でこうした

「持続可能な金融」の一部です。今や金融そのものが社会
性や持続可能性を意識しないことが許されなくなってい
る中で、ESG（環境・社会・企業統治）のように必ずしも
passive（受動的）なだけでなく、よりactive（能動的）
に社会課題の解決に関わっていこうというのが、ソー
シャルファイナンスの発想なのです。（以下略）

堀内勉コラム－le vent－  ソーシャルファイナンスとは
～ソーシャルファイナンスとは何か？①

https://100years-company.jp/articles/members/080285

日本大学教授　東京大学特任教授 　清水 千弘

　企業不動産戦略とは、経営者として不動産などの生産資源
をどのように投入するかを決定することです。
　財やサービスを生産するときに、不動産や人材をどれぐら
い投入して、利益・利潤をどれぐらい獲得していくのか。不
動産だけでなく、労働力や取引費用を同時に意思決定するこ
とが、企業不動産戦略の基本です。
　ある大手オフィス仲介のトップ営業マンに「どのように営
業しているのか？」と聞くと、「企業の採用広告を一生懸命
に見ている」と答えました。求人広告には総務課の連絡先と
担当者の名前が出ています。企業の総務課は人の採用だけで
なく、オフィスの賃借、不動産の購入などの管理部門でもあ
ります。「人を採用するということは、新しいオフィスが必
要になるに違いない」と考えて営業をかけ成績を伸ばしたそ
うです。
　企業不動産戦略には、土地市場の要素が入ってきます。企
業は用途に応じた不動産の利用を考える必要があります。保

有不動産が有効活用されているか。遊休資産になっていない
か。経営者は状況に応じて考えなければなりません。
　労働市場では、従業員の通勤も考慮しなければなりません。
企業は基本的に従業員の交通費を負担しているため、従業員
の自宅から近い場所にオフィスがあれば交通費を節約できま
すし、また通勤しやすければ優秀な人材の採用にもつながり
ます。
　オフィスがどのようなエリアに立地するかで人材の採用に
違いが出るため、最近では東京ミッドタウン、六本木ヒルズ、
丸の内・大手町といった場所には良い人材が集まりやすい。
そう考えて不動産戦略を立てている企業もあります。
　こういう要素をすべて考えるのが企業不動産戦略です。企
業の競争力や優位性は、不動産からも生み出されているので
す。（以下略）

企業は不動産とどう向き合うべきか②
～企業の成長を促す不動産との向き合い方

https://100years-company.jp/articles/members/080289
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オフィスは「借りる」より「買う」時代へ。

2020年12月撮影

「クールジャパン」の中心地
多路線利用可の立地も魅力の
注目のビジネスエリア
秋葉原

周辺エリアの光景

オフィスフロアの一例
（2020年12月撮影）

エントランスホール
（2020年12月撮影）

オフィスフロアの一例
（2020年12月撮影）

エントランスホール
（2020年12月撮影）

デザイン性の優れたエントランス
（2020年12月撮影）

VORT  秋葉原Ⅲ
（仮称）

秋葉原・電気街 「岩本町」駅の周辺
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VORT秋葉原Ⅲ（仮称）

■名称/VORT秋葉原Ⅲ（仮称）●所在地/東京都
千代田区神田岩本町1番地23●構造/鉄筋コンクリ
ート造陸屋根14階建●用途地域/商業地域●敷地面
積/137.52㎡（41.59坪）●延床面積/901.98㎡（272.84
坪）●土地権利/所有権●総戸数/14戸（事務所：
13戸　店舗：1戸）●販売戸数/14戸●基準階専有
面積/56.06㎡（16.95坪）●築年月/2020年4月　新
耐震基準適合●施工/㈱末長組●管理/〔全部委託〕

〔巡回〕ボルテックス合人社建物管理㈱に変更予定
●管理費（月額）●修繕積立金（月額）※修積改訂
計画あり●設備/エレベーター1基●駐車場/なし
●現況/空室あり●引渡し/相談●取引態様/売主

※坪表示は1㎡=0.3025坪で換算した表示です。 
※徒歩分数は1分=80mとして換算したものです。
※掲載の情報は2021年1月12日現在のものです。

掲載情報は予告なく変更される場合があります。
　また万一ご成約済みの際は、ご容赦ください。
※現況に相違がある可能性があります。その場合は

現況を優先といたします。
※広告有効期限：2021年2月10日

テレワークにも対応可能なハイグレード小規模オフィス
JRの主要路線が交差する「秋葉原」駅周辺は、アニメなどのコンテンツがあふ
れる「クールジャパンの聖地」であり、世界有数の電気街としても知られます。
さらに、北口駅前の高層ビルが並ぶ再開発エリアは IT・マルチメディア産業の一

大拠点となっています。また、神田川の南側に当たる岩本町一帯は古くから繊維の問屋街と
して知られ、現在も多数の有名企業が本拠を置くなど、多様なビジネスが集積する土地へと
変貌してまいりました。
昭和通りからほど近い当物件は、2020年4月竣工の新築オフィスビル。売り出しの事前情報
を入手していたため10月の販売開始に即応。複数の競合会社がありましたが、対応の速さ
が評価され、弊社が落札いたしました。
都営新宿線「岩本町」駅まで徒歩1分、日比谷線「秋葉原」駅も徒歩3分のほか、JR各線や
つくばエクスプレス、銀座線や丸ノ内線の駅も徒歩10分以内と、アクセスの良さは際立っ
ています。さらに2～14階は使い勝手のいい空間設計に光ファイバーを配したOA床、約17

坪の小規模オフィスでありながらトイレは男女別となるなど、リーシングにも有利な仕様と
なっています。収まりを見せないコロナ禍にあって、7月のリーシング開始からすでに8割
が契約と順調な出足を見せています。今後も高い需要が見込まれる「VORT秋葉原Ⅲ」をぜ
ひご検討ください。

アクセス

＊新宿線「岩本町」駅 徒歩1分  ＊日比谷線「秋葉原」駅 徒歩3分
＊JR各線／つくばエクスプレス「秋葉原」駅 徒歩5分　
＊銀座線「神田」駅 徒歩6分　＊JR各線「神田」駅 徒歩8分
＊丸ノ内線「淡路町」駅 徒歩9分　＊新宿線「小川町」駅 徒歩9分

VORT  秋葉原Ⅲ
（仮称）

アピール
ポイント

販売物件については、
弊社担当営業まで
お問い合わせください。

基準階

実需での使用も可能



宅地建物取引業 国土交通大臣（2）第8509号
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不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣第101号

（公社）全国宅地建物取引業保証協会加盟
（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟
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ボルテックスの
サービス

500万円から始める不動産小口化商品 LINEはじめました賃料コストを削減する実需という選択肢

　　　　見やすく操作しやすいUI設計。移転準備や手
続き、オフィスづくりなどのお役立ち情報も豊富
地図とリストの切り替えがしやすく検索もらくらく。物件探しやオフィス
づくりに関するノウハウや情報満載の「あしたのオフィスJOURNAL」
も人気。今から移転を考えようという企業に好適です。

　　　　月極駐車場紹介件数43万件突破 ! 直感的な
操作で、希望エリアの駐車場を地図上に速攻表示 !
日本全国の駐車場をマップで検索できるので、効率よく見つけられま
す。「営業車を複数台置きたい」「工事車両を一時置きしたい」など、
さまざまな希望に対応いたします。

新たなオフィス需要に応える3つのサイト
賃貸オフィスと月極駐車場探しの悩みを解消します

　　　　最新の賃貸オフィス情報を順次更新。
移転した取引会社数5,000社以上の実績 ! 
引っ越しのプロによるサポート体制も充実し
た賃貸オフィス検索サイト
オフィス移転のプロフェッショナルが、物件探しから賃料や
設備の相談、契約書のチェックまでサポートします。移転先
の条件が明確で、エリアを特定して探したい企業向けの検
索サイト。

お役立ち情報充実のオフィス検索サイト 全国の月極駐車場を探せる検索サイト

充実のサポート！ 全国の賃貸オフィス検索サイト


