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　人里離れて草木深く、風の色に道をたずねる

老人。小型焜炉（こんろ）と煎茶道具を携えて、

旅慣れた風体は、十方庵大浄敬順その人。時に

江戸後期の文化年間。後に六本木と呼ばれる

土地でのこと。十方庵は、江戸内外の名所旧跡

を訪ね歩いた隠居の僧。彼は『遊歴雑記』の中

で六本木にふれて「上杉、朽木、高木、青木、片桐、

一柳等の諸侯の下やしき中やしき六軒まで集ま

ひあるが故」と、地名の由来を伝えています。

　麻布一帯は、土器や石器が発見されている

ことから、縄文時代すでに人が居住していたこ

とが判ります。平安時代には竹千代稲荷、日ヶ

窪稲荷などが建立されました。このうち日ヶ窪稲

荷は明治時代に朝日神社と改称され、テレビ朝

日の名前の由来になります。しかし、六本木が開

けるのはもう少しあと、徳川家康が豊臣側の一

計で関八州に封ぜられた頃に始まります。とは

いえ、江戸開府後もしばらくは狐狸の棲む松林

があるだけの丘陵地でした。�

　街としての起こりは三代将軍秀光の世。寛永

３年（１６２６）に、二代将軍秀忠の正室が亡くなり

ます。葬儀は増上寺で行われ、六本木が荼毘（だ

び）の地となりました。無事三回忌も終えた頃、

葬礼を司った４人の僧に対し、幕府は荼毘の煙

下に土地を与えます。４人は力を合わせて人里

離れた丘に寺を建立し、あわせて門前町をつく

るため、３０数軒の町家も建てました。やがて越

前藩主松平三河守、小田原城主大久保加賀

守など大名屋敷も立ち並び、商家も見られるよう

になり、街のかたちが整います。�

　青山水道がひかれた万治年間（１６５８～１６６０）

には、龍土村六本木という地名が定着。水に

恵まれない土地でありながら、龍にちなむ名前



は奇異ですが、実は家康の江戸入りまで、日比

谷は入り江で愛宕下まで海だったのです。そ

れが慶長１２年（１６０７）までには埋め立てられ、

愛宕下の漁師たちが今の六本木７丁目あたり

に移ります。離れることになった集落が猟人（りゅ

うど）と呼ばれていたことから、それがいつしか

なまって龍土になったと云われています。しかし、

流動や隆動から転じたものとする説もあり、い

ずれも決め手がありません。�

　もう一つ、龍土については壮大ないわれがあり、

寛永年間（１６２４～１６４３）、天空より龍が舞い

降りて、棲み始めたというものです。そのため、

あたりは昼夜ともに闇に覆われたと言われます。

しかし、龍土町の氏神である天祖神社は、夜ご

と眼下の海から龍が御灯明を献じた故事から、

別に龍土神明宮とも呼ばれており、明暗まったく

逆のいわれとなっています。�

　しだいに街としての機能が整い、六本木とい

う地名も公に認められるようになりますが、その

由来となると、いまだに定説がありません。冒頭

に挙げた『遊歴雑記』の記述も諸説の一つに

過ぎず、文政の頃に編まれた官撰地誌の原資

料『御府内備考』と『文政町方書上』にあたりま

すと、大昔このあたりに松の大樹が６本あったこ

とが地名の起こりとされています。そして戦災前

の旧三河台町、現六本木４丁目にそびえていた

巨木こそ、伝説を裏付ける１本だという話もあり

ますが、それは大銀杏なのです。また、旧市兵衛

町に昔、岡本玄治なる名医が居を構え、そこに

は１本の根から６本の幹が伸びた銀杏の木があ

った…という怪異譚めいた言い伝えもあります。

今となっては巨木が松だったのか銀杏だったの

かは確かめる術がありません。�

　なお、時代が少し下って文化爛熟の元禄年

間（１６８８～１７０３）になりますと、冠称が変わり、

飯倉六本木と呼ばれ始めます。�
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　江戸城に近い高台ということもあり、六本木

は武家屋敷が集まります。中でも長州藩毛利

家は寛永１３年（１６３６）、みずから幕府に申し

入れ、六本木に新しい屋敷を拝領しました。敷

地は当初２万７千坪でしたが、周辺の未開地

や空き地を買い足していき、３万６千坪にまで拡

大します。現在の六本木ヒルズはちょうど長州

藩支藩の屋敷が置かれていたところ。今は毛

利庭園に往時の名残をわずかにとどめています。

一方、東京ミッドタウンのあたりは一つ格上の

長州藩毛利家の下屋敷でした。俗に「檜屋敷」

と呼ばれるほど見事な檜林があり、後に檜町と

いう町名も生まれました。現在、東京ミッドタウン

に隣接する檜町公園は、下屋敷の広大な庭

園「清水園」の一部が残ったものです。�

　このように門前町だった六本木は、大名や

旗本の屋敷が並ぶに至り、「武」の色濃い街

になりました。維新後は、現在の外苑東通りを

境にして、陸軍の歩兵第一連隊と第三連隊の

施設が置かれます。おそらく都心にしては広大

な敷地が得られ、住人が少なかったからでしょう。�

　麻布六本木の連隊は、昭和１１年（１９３６）�

二・二六事件で痛ましい記憶を刻むことになり

ますが、武の街のイメージを増幅させるかたわ

らで、人々が暮らす街としての発展も進みます。

閑静な屋敷町としての伝統は、華族や実業家

などの大邸宅が引き継ぎ、維新後も格式を保

っていました。また、表通りには江戸から営む老

舗に加えて新しい店が増え、路地や裏通りに

は小住宅が見られるようになりました。大正に

入ると、都電が六本木⇔青山１丁目および飯

倉の２本に加え、六本木⇔青山６丁目間も開通。

表通りには市が立ち、縁日は大勢の人で賑わ

いました。さらに活動写真や喜劇、新派の芝居

がかかる小屋、西洋料理店など、夜ごとの楽し

みも人を惹きつけるようになり、その中で芸術家

や文学者のサロンも形成されていきます。�
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　終戦後、旧日本陸軍の施設をアメリカ進

駐軍が接収し、バーディバラックと呼ばれる

兵舎が建てられます。そして、周辺には外国

人向けの様々な店ができ、「租界」と呼ばれ

るようになりました。この頃から六本木で遊

ぶことにある種の誇りを持つ若者が出現し、

東京五輪を契機に流行発信地に変貌して

いきます。この背景には日比谷線の開通、放

送局や写真スタジオ、雑誌編集部の進出な

どがありました。これが７０年代から８０年代

にかけて、ディスコやファッションビル、各種の

カルチャースポットが集まる流れを作っていき

ます。他方、第一連隊跡地は防衛庁となり、

旧第三連隊の施設は東大の生産技術研究

所、物性研究所が入ります。後者は宇宙科

学をはじめ最先端の技術が生み出されると

ともに、産学連携の中心地の一つとして日本

の戦後復興を支えていきました。このように、

戦後の六本木には、どこかしら戦後日本の

縮図のような現象が多く見られます。�

　いずれにしろ後世に語り継ぐべき土地の

記憶があり、それが地下水脈のように豊か

な文化の源泉となっていることは、六本木に

とってかけがえのない無形財産であり、ブラ

ンドエリアとしての絶えざる価値創造につな

がっています。�



　「三井のリアルプラン」は、不動産の売却・購入や資産活用をお考えの皆様の�

資産形成のパーソナルアドバイザーとして、お一人お一人とのコミュニケーションを大切にし、�

お客様の深い満足、そして永い信頼関係を目指して歩んで参りました。�

　“お客様への感謝の気持ち”と“おもてなしの心”を具現化したい－そんな私どもの想いを込めて�

東京ミッドタウンに開設するのが、「リアルプランサロン」です。�

今回、私どもの想いを受け、本サロンの設計に携わって下さったのが、�

都心のハイグレードマンション設計の第一人者として名高い三沢亮一氏。�

上質感あふれる空間に、檜町公園の豊かな緑を眺めるラウンジや接客室、�

より高度なコンサルティングを提供するコンサルティングルーム、�

プレミアムマンションのリーフレットや様々な書籍を揃えたライブラリースペース、�

衛生写真や古地図が閲覧可能な先進のプレゼンテーションシステム、�

そして、季節ごとに変化するアートやオブジェも皆様にお楽しみ頂きたいと思っております。�

ラウンジやライブラリーは、「三井のリアルプラン」のお客様ならどなたでもご自由にお使いいただけます。�

お客様同士のコミュニケーションの場としてもご利用ください。�

　皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。�

�





　奇才江戸川乱歩が作り上げた少年探偵

団の世界。怪人二十面相が跳梁するのは

麻布のお屋敷街、それに対する名探偵明

智小五郎の事務所は戦前、龍土町にありま

した。目印は御影石の門柱と真鍮の看板。

下町を背景にした江戸の捕物とは異なるハ

イカラな探偵物語は、六本木・麻布の洋館を

必要としたのです。�

　明智事務所の設定と同じ界隈に、日本フラ

ンス料理の先駆け「龍土軒」が店を構えてい

ました。元は英国大使館の料理人が独立し

て麹町に開いたレストランでしたが、明治３３

年（１９００）新龍土町に移ります。上野の精養

軒と並び立つ、このハイカラな店を最初に発

見したのは、名探偵ではなく、新派と呼ばれる

洋画家たちでした。彼ら白馬会の面々は、絵

筆をフォークやナイフに持ち替えて、芸術論を

交わしていたのです。この会の中心人物の

一人が後に「日本近代洋画の父」と呼ばれる

黒田清輝。留学先のフランスから印象派ふう

の明るい画風を持ち帰った黒田にしてみれば、

龍土軒の皿は、初心を思い出させるパリその

ものだったのかもしれません。黒田のほかには

久米桂一郎、岩村透、山本芳翠、藤島武二、

岡田三郎助、和田英作、小林万吾、青木繁ら

が白馬会の主要メンバーでした。�

　さらに、文学者も集まります。ある日の龍土軒。

「我々の仲間からフランスあたりへ行く者があ

れば、盛大に送別会をしようじゃないか」とい

う声が上がりました。発言の主は作家の国木

田独歩。同じテーブルには、独歩の親友田山

花袋をはじめ、２０代３０代の文学者の顔が並

んでいました。龍土会の面々です。�

　明治の末期、文学ではドイツとフランスの影

響を大きく受けていました。特に小説は自然

主義の潮流が激しく流れ込み、それを担って

いたのが龍土会です。もともとは牛込にあっ

た柳田国男（日本民俗学の父）の自宅に集ま

っていた会合でしたが、次第に人数が増えた

ため、龍土軒の前身快楽亭で開くようになり、

会も一緒に移って龍土会となりました。もっとも、

それ以前から白馬会に合流していた者もいて、

旧知の関係だったようです。�

　メンバーは前述の３人のほか、島崎藤村、

蒲原有明、徳田秋声らも参加。また、自然主

義の文学者が中心だったとは言え、硯友社

から文学会派からも、早稲田派、赤門派から

も党派を超えて自由に出席でき、かつ他の芸

術分野の人間も喜んで迎え入れました。自由

劇場を立ち上げたばかりの新派演劇人、小

山内薫もその一人です。このように自由で闊

達な空気が背中を押して、龍土会は文壇で

ひじょうに大きな勢いを持つに至ります。『日本

の自然主義文学は龍土軒の灰皿から生まれ

た』（近松秋江）とは、当時の隆盛を最もよく

表した言葉でしょう。�

　残念ながら、明治・大正の芸術文化を担っ

た二階建ての洋館は空襲で焼失し、往時の

龍土軒を追体験することはできなくなりました。�





　少年探偵団シリーズが始まった昭和１１年（１９３６）に１１～１３歳くら

いだった主人公の小林少年と読者。彼が青年期を迎えたとき、東京は

焼け野原で、六本木は租界と呼ばれる街になっていました。外苑東通

りをはさんだ二つの広い敷地も、日の丸の軍服が消え、かわりに星印の

軍服が陽気に闊歩しています。明智探偵事務所の設定も、戦後は龍

土町を離れて麹町に移ってしまいました。この頃、六本木にはアメリカ

を中心に外国の文物が大量に流れ込みますが、芸術文化については

停滞期と言ってもよいでしょう。その状況がかわってゆくのは、六本木

交差点から建設中の東京タワーが見えるようになってから、昭和３０年

代初めのことです。�

　政治経済、社会の復興につれて大衆文化の動きも活発になってき

ました。映画からテレビへの移行期であり、出版や広告等も新しいスタ

イルを模索し始めます。テレビ局ができ、写真スタジオや雑誌の編集室

が点在、一時はNHKも放送会館を進駐米軍に接収されていた第七

連隊跡地＝ハーディーバラックス跡地に建設する予定でした。こちらは

結局、渋谷区神南のワシントンハイツ跡地に変更され、かわりに東京大

学の生産技術研究所が移ってきました。六本木は夜ごとクリエイター

やセレブリティが行き交う街となり、その象徴が外苑東通り飯倉片町の

イタリア料理店「キャンティ」です。先の龍土軒に対する評言にならい、

「戦後の日本文化はキャンティのパスタ皿から生まれた」と言いたい誘

惑にかられるほど、文化人・芸能人のサロンとなっていました。�

　一方、都電の廃止後、陸の孤島となりつつあった六本木は、地下鉄

日比谷線の開通により、銀座と青山・原宿の中間に置かれることになり

ました。そのような地の利も手伝って『アンアン』や『ポパイ』といった７０

年代・８０年代の大衆文化を代表する雑誌が生まれます。また昭和の

後半、AXISやWAVEといった消費中心の流行発信ビルが現れ、サブ

カルチャーの隆盛を下支えします。�

　直木賞作家、大沢在昌が平成元年（１９８９）に発表した作品『氷の

森』には、旧龍土町、六本木7丁目のビルに事務所を構える探偵が登

場しますが、そのビルには、ファッションメーカー、デザイン事務所、広告

製作プロダクションなどが雑居しており、洋館の明智探偵事務所が設

定された時代とは隔世の感があります。�

　さらに近年は、六本木に映画関連施設が増え、シネヴィヴァン無きあ

と、ヴァージン・シネマ、シネマート（アジア映画専門のシネマコンプレック

ス）といった映画館がオープンしただけでなく、独立系の映画会社が

拠点を構えるようになり、ひんぱんに試写会を開催しています。もちろん、

昭和１９年（１９４４）の創立以来、新劇を牽引してきた俳優座も健在です。�

�



　最先端のエリアとして、目まぐるしく変化

し続けてきた六本木に今、転機が訪れて

います。２１世紀に入ってから、３つの大型

プロジェクトが完成し、将来に向けて明確

なエリアの姿が見えてきたのです。平成�

１５年（２００３）完成の六本木ヒルズに加え、

平成１９年（２００７）１月から３月にかけて、

国立新美術館と東京ミッドタウンがオープン。

この三者に共通する新しい魅力が「ミュー

ジアム」です。六本木ヒルズの森美術館、

国立新美術館、東京ミッドタウン内のサント

リー美術館は、六本木に三つの点をうがち、

互いに結びつくことで、都心にアートの磁

場を形成していきます。�

　高層階、外国人館長の就任、同時代アー

トの積極的な展示などを提案する森美術館。

所蔵せず、企画展・公募展に特化する国

立新美術館。「生活の中の美」という基本

理念に加え、「美を結ぶ。美をひらく。」と

いう新しいミュージアムメッセージを掲げ

る新生サントリー美術館。この三館が作る�

アートの三角州が、上野や青山・原宿とは

異なる２１世紀のシーンを期待されています。

また、いずれの美術館も、併設カフェ、レスト

ラン、ミュージアムショップの充実、夜に延ば

した開館時間など、欧米と同様、大人のラ

イフスタイルに合わせた配慮がなされてい

るのも特長です。�

　履歴の違う個性的な美術館が同じエリ

アに、ほぼ同時期にそろい踏みすることは、

かつてない出来事であり、人の流れと街の

印象が大きく変わる契機となるでしょう。さ

らに東京ミッドタウンには、安藤忠雄氏が設計、

財団法人三宅一生デザイン文化財団が

企画・運営を担当し、北山孝雄氏が基本

構想を担当した２１／２１ DESIGN SIGHT

（トゥエンティワン・トゥエンティワン デザインサ

イト）創設されました。こちらはミュージアムと

違うかたちで展覧会やワークショップなどの

プログラムを行うスペースで、AXISや六本

木ヒルズと結んでデザイントライアングルを

形成する可能性があります。�

　このような六本木におけるアートやデザイ

ンのトライアングルと連動して、新しい兆候

が街の中に見られるようになりました。東京

ミッドタウン、コンソーシアム６社による屋外ス

トリートギャラリー企画は、東京ミッドタウンの

建設現場の仮囲いフェンスを利用した写

真の展示で、期間限定ではあるものの、「街」

と「昼」に目を向けた試みです。�

　また、平成１８年（２００６）の夏、国立新美

術館と森美術館を結ぶ六本木トンネルの

側道に、巨大な壁画が設置されました。こ

の壁画は、『トーキョーワンダーウォール』と

いうアートコンペティションの入賞者ら若手

アーティストたちが、約９０メートルにわたっ

て５点の作品を描いたものです。このような

ストリートペインティングは従来の六本木で

見られなかった試みであり、欧米の先進都

市で見られるような公共空間の洗練（パブ

リックアート化・ビジュアルデザイン化）への

先駆けになっていくでしょう。�

　これからの六本木は、近代芸術の揺籃（ゆ

りかご）だった時代の記憶、伝統を取り戻

すに違いありません。さらに現代のアートや

デザインを織り込んだライフスタイルを実践

する場として、試される都心、生まれ変わり

つつあるブランドエリア「六本木」の姿を見

せてくれることでしょう。�



　ギリシャ神話の中に、次のような一説があります。―――豊穣の女神デメテル

が、冥界の王にさらわれた娘を捜して、一睡もせずに世界を彷徨っていると、

彼女が衰えていくとともに、地上のあらゆる植物が枯れていきました。そこに眠

りの神ヒュプノスが現れ、デメテルに不思議な実を授けます。その実を口にす

ると彼女は深い眠りを得て美と健康を取り戻し、植物たちも元通りになったと

いう話です。�

　みなさんも怒りや悲しみなどが一晩眠ると落ち着いていたという経験がある

と思います。人間が起きている間に脳に集積された情報は、睡眠の間に分別

され、必要な情報は記憶されますが、不必要な情報は徐 に々消去されます。

睡眠には身体の休息や疲れを取るだけでなく、心を癒す力があるのです。�

　１８８１年にテキサス州シーリータウンで誕生して以来、３０年近くに渡り全米

シェアNo.１を維持し、世界３０カ国以上で愛用されているシーリーベッド。一流

ホテルから高い評価を得ているのが特徴で、日本国内でもザ・リッツ・カールト

ン東京、コンラッド東京、フォーシーズンズホテル、シェラトン ホテル＆リゾートな

どで採用されています。その魅力の源泉は、整形外科医と連携して開発した

最上級の寝心地です。多大な研究開発費を投じて、人間工学の観点から快

適な眠りを追求し、「ポスチャーテックコイル」をはじめとする特許を取得。包み

込むようなやわらかさと、しっかりと体を支えるサポート力で安定した寝心地が

味わえます。客室でも重要度の高い“ベッドの心地良さ”にこだわる一流ホテ

ルに選ばれるのも、そのラグジュアリーな感触が理由です。�

　世界が認めた超一流の寝心地を、ぜひご自宅のベッドルームで。毎日の眠

りが、健やかで美しい人生を支える癒しの時間へと変わるでしょう。�

�



東京２３区の心臓部である千代田区、港区、中央区だけでは、

世界の大都市としての中枢機能を果たせないとの認識から、

１９５８年（昭和３３年）の首都圏整備計画で、①新宿、②渋谷、

③池袋が副都心として位置付けられ、機能の分散化が図ら

れます。１９６４年（昭和３９年）開催のオリンピックは、この促

進剤ともなりました。その後、１９８２年（昭和５７年）の東京都

長期計画で、④上野・浅草、⑤錦糸町・亀戸、⑥大崎が加わ

り、次に１９８６年（昭和６１年）の第二次長期計画で⑦臨海

が加わり、全部で７つの副都心を建設することになります。�

【図１】が当時のイメージ図です。�

御覧いただくと、この計画がどこかで修正がなされ、今日に

到っていることにお気づきになると思います。どこでどのよう

な修正が加わり、今日に到ったかを解明すると、現在の位置

付けが明らかになるはずです。�

�



昭和６０年代のバブル景気で、都心部の地価が異常に高騰したため、都

心部での住宅やオフィス事業は非常に難しくなり、土地の買換え需要は玉

突き現象を起こし、準郊外・郊外へと住宅やオフィスは拡散していきました。

しかしバブル崩壊後、地価がそろそろ底を打つのではないかと判断され

た１９９５年（平成７年）前後から、（実際にはその後も地価は変動率を縮

小させながら下落しましたが）都心部の再開発が進み、都心回帰現象が

顕著になり今日に到ります。都心回帰現象は、職住混在型で進展したの

が大きな特徴でした。�

【図２】は、１９９５年（平成７年）から２００５年（平成１７年）までの、地区ごとの

オフィス供給量を示したものです。当時、都内２３区の全床面積を１００％と

すると、【図２】の７区が約７５％もの割合を占めていました。そしてこの図から、

７区で増加したオフィス面積の全体計を１００％とすると、都心３区が５９%、

新宿区、渋谷区、品川区がそれぞれ１１%を占めていたことがわかります。

大崎副都心や天王洲アイルに代表される品川区と、臨海部の門前仲町や

豊洲に代表される江東区は、相対的に床面積が大きく増加しています。な

お、品川駅周辺の多くの大規模開発は、名称は品川でも行政区画上は港

区に入ります。�

バブル崩壊による地価や諸物価の下落は、私鉄や地下鉄事業者にとっても、

用地買収コスト・路線建設コストの削減というプラスの作用をもたらし、地下

鉄の私鉄乗り入れや半蔵門線をはじめとする路線の延伸、さらには南北線・

大江戸線・東京臨海高速鉄道（新木場～大崎間の１２.２km）といった路線

の新設は、東京圏の交通体系ひいては地価に大きな変化をもたらしました。�

�

【表１】に見られるように海外の大都市でも地下鉄は大いに利用されていますが、東

京はJRや私鉄の路線と縦・横・斜めと密接かつ有機的に結び付いているのが大き

な特徴です。また、日本の地下鉄の路線の大部分は、JR山手線の内側という限られ

た地域を密度濃くカバーしている点は、他の大都市交通との大きな違いです。それ

だけに山手線の内側は地価上昇の圧力が働き易い性格を持つといえます。�

東京の地下鉄の利用客は年間で延べ２８億人にものぼります。かつては私鉄から

JRに乗り換えて職場に向かう人の比率が高かったのが、【表２】が示すように近年

の地下鉄利用者は４０％を超えています。�

【表３】では、生活実感として分かりやすくするため、乗降人員が対前年比で大きく

伸びている駅名を挙げました。六本木一丁目駅は、注目を集める六本木地区の新

駅として首位になっており、これは地価にも反映されているのはご存知の通りです。

また南北線の開通により、それまで高級住宅地ではあるものの交通の便は今一つと

いう感のあった麻布や白金高輪地区に、大きなスポットライトが当たるようになりました。�

�



P１３【図１】のコンセプトは首都機能の分散でしたが、これまでにご説

明したように、東京は新たな視点で見直さざるを得なくなってきたとい

えます。新しいコンセプトは「都心と副都心の結合」です。都心３区

のオフィス面積の比重が上昇することは、情報の比重の高まりを意

味します。太陽の中心ともいわれる都心３区の重力は、従来の副都

心を衛星に例えるならば相互に引き付けあうように作用します。�

これを分かりやすく図示したのが【図３】です。都心３区から北西か

ら南西に向かって扇状、三角形のトライアングルができあがります。

これらの地域は主としては商業地ですが、商業地と調和を図りつつ

高層マンションを中心とした良好な住環境も形成されつつあります。�

また西向きのベクトルとは別に、銀座・汐留地区と臨海部とを結び付

けるベクトルも強くなってきています。主な交通手段は、新橋から豊

洲を結ぶ「ゆりかもめ」と汐留～月島を結ぶ大江戸線、それに大崎～

新木場間の東京臨海高速鉄道です。�

�

昨年、東京が２０１６年オリンピック競技大会の国内立候補都市に選定されたことを契機に、東京都は『１０年後の東京～東京が変わる』という

施策をまとめ、昨年１２月に発表しました。注目すべきは、P１３【図１】の東京改造計画が修正され、重点整備エリアとして【図４】に示す１０の地

域が決定したことです。旧計画と比較し、興味深い点を次に挙げました。�

�



P１５【図４】のエリアの中で、「新宿・神宮エリア」「渋谷・原宿エリア」「六

本木・赤坂エリア」の３つは、交通網の点でも結び付きが強くなると思

われます。まず、大江戸線により新宿と青山一丁目、六本木、麻布十番

が直接結ばれ、３エリアの結合はより強まりました。なかでも、「赤坂・六

本木エリア」は、「東京・銀座・新橋エリア」との結び付きも強く、非常に

ユニークなエリアとなりそうです。この「赤坂・六本木エリア」は外延的

成長が続く都心３区の西方外周部にあたり、今回重点整備エリアに

入ったことは特筆大書されると言えます。２００７年（平成１９年）３月３０

日（金）には、六本木防衛庁跡地複合再開発の「東京ミッドタウン」が

商業施設の１３０店舗を含めグランドオープンします。この名称は、「赤坂・

六本木エリア」における新時代のコンセプトを的確に表現しています。�

「御茶ノ水・飯田橋エリア」「上野・浅草エリア」「秋葉原エリア」の３つ

は、いずれも徒歩圏と言ってもよく、一体感が出てくると思われます。�

「池袋エリア」は一見孤立してみえますが、２００８年（平成２０年）６月に

開業予定の、都心最後の新線「東京メトロ１３号線」【図５】は、渋谷・

新宿・池袋の３つの副都心を結び付けることになり、この沿線の新駅は

言うまでもなく大きな効果を発揮しそうです。ちなみにこの新線の名称

は先般「副都心線」に決定しました。�

�

人気の高い住宅地が東京の西方に片寄っているのは、かつては江

戸の西方に参勤交代用の大名屋敷や旗本屋敷が数多く存在し、そ

の歴史を継承しているためです。�

これらの地域は明治維新以降に都市改造計画に組み入られ、多く

の大学が誘致されました。大名の屋敷は広大であったため、大学の

敷地として十分なスペースを提供することができたからです。そして、

通学に便利な池袋から五反田を結ぶ山手線の西方は、これらの需

要を見込んで私鉄が整備されたのです。例えば、１９１７年（大正６年）

に開設された成城小学校は、１９５０年（昭和２５年）の成城大学への

拡大につながり、高級住宅地の建設が進みました。また、翌１９１８年（大

正７年）からは、渋沢栄一らが田園都市構想に基づき現在の田園調

布を開発しました。同じく私鉄と地下鉄の相互乗り入れで、都心部へ

1時間もあれば楽に通勤・通学できる住宅地は【図６】に示すように、

地価もかなり高くなっています。�

かつて“山手線の内側を、ニューヨークのマンハッタンのように超高層

ビル地帯とすべきだ”と主張する専門家がいました。しかしこの傾向

は幾分あるとはいえ、全部がそうなったわけではありません。先に解説

した東京都の「１０年後の東京計画」でも、新宿御苑（５８ha）、明治神

宮内苑と代々木公園（１２４ha）、明治神宮外苑（５９ha）などの緑地約

７００haを存続させ、さらには新たに緑地を生み出すことを謳っています。�



２００６年（平成１８年）の住宅地の地価公示上昇率上位１０

地点は、【表４】のとおり第４位を除くすべてが港区内です。�

これらの地点が、都心３区の西方外周部に集中している理

由は、地下鉄新線の建設と、都心部と副都心部を結ぶ結接

点としての役割が見直されたことが要因であることは、既に

お分かりのことと思います。�

【表４】の地域を含め、近年地価上昇率が高い山手線の内

側を主とした区には【表５】が示すように多くの個人所有者

がいます。所有する土地の相続評価は、路線価が基準にな

ります。現在の地価体系は実勢価格を反映して、まず、地価

公示価格が決められます。�

基本的には、実勢価格≒地価公示価格となります。都心の

一等地では、住宅地で路線価の２～３倍、商業地では路線

価の４倍以上という価格で取引されているところもあるようです。�

近々発表予定の２００7年（平成１９年）地価公示価格は、こ

のような実勢価格が反映されて決定され、その８０％の水準

が次の路線価となります。路線価が今後上昇していくとことは、

まず間違いないでしょう。特に都心部については、２～３年先

に路線価が３倍になるという事態も多分に考えられます。�

相続財産のうち大きなウエイトを占めるのが不動産であり、不

動産の評価ひとつで相続税が大きく変わります。【表６】が

示すように、相続財産（評価額）が、５億から１５億と３倍に増

えると、相続税額は５倍になるケースもありえます。�

また、地価公示価格の７０％水準が固定資産税評価額となり

ますので、土地の保有税である固定資産税も必然的に上昇

することになります。�

地価上昇率の高い土地を所有していながら、その土地の本

来の価値や収益力を十分に引き出していない場合は、保有税、

相続税を考慮して、特に「資産組み換え」または「資産活用」

が求められる状況に置かれているといえるでしょう。いずれ

にしても、都市の変貌と地価を見据えながら、資産対策を講

じることが今後の課題となっているのです。�

�



住生活基本法の特色として、国は住生活基本計画の全国計画を定め、

これに基づき各自治体は地域に対応した具体計画を定めることが挙

げられます。昨年９月の全国計画の閣議決定を受けて、本年１月末、「東

京都住宅マスタープラン」の都素案が公表され、本年度中の制定を目

指しています。これについては後程ご紹介いたします。�

本法制定の背景としては、以下の点が挙げられます。つまり、住宅

ストック数が、すでに昭和４８年の時点で、世帯数を上回る量的充足

が進んでいること。少子高齢化の進行、独居世帯増加などの中で、

例えばバリアフリーなど、住まいのあり方も変更を求められていること。

地球温暖化に象徴される環境問題に対応するためにも、フロー重視

から良い建物を造り、これに手を入れながら長く使う、ストック活用が迫

られていること。成熟社会の中で、住環境や景観重視の流れが進ん

でいること。市場経済中心の流れの一般化と、反面いわゆる格差の

拡大も目に付く状況となっていることなどです。�

本法には以下の４つの目標、基本理念が示されています。特に赤字

部分が新たな視点といえます。�

ここに示された数字は、住生活基本計画の全国計画と概ね同じ数値ととなっ

ていますが、一部には差も見られます。例えば、中古住宅流通シェアは、全国

計画で平成１５年１３％→平成２７年２３％となっています。しかし、当該数値の

中古流通量は、総務省・住宅土地統計調査による平成１５年１７.５万件のため、

過少に表示され極めて信頼性に欠けるものと言わざるを得ません。本年１月、

（財）不動産流通経営協会の調査結果（平成１５年で４４万件）が公表されま

したので、今後この数値などを参考することにより、実態に則した指標に訂正

の必要があるものと考えます。�

それでは、今後「住生活基本法」はどのような影響を与えるのでしょうか。�

国土交通省前住宅局長の山本国土交通審議官は、某紙のインタビューで「法

の理念が守られて５年、１０年経つと、住宅投資の相当部分が、新規建設では

なく、既存住宅を改善することに使われるようになるでしょう。その結果、

思います。消費者が実際に使っ

てみて良いと実証された住宅だけが、流通する世界になっていくでしょう。」と述

べ、「関連する居住サービスが評価される市場になることを目指す」としています。�

確かに、滅失住宅の平均築後年数が日本はわずか３０年であるのに対して、ア

メリカ４５年、イギリス７５年と大きな差が認められます。今後は、急激にというよりは、

また、全国計画では上記４目標につき、具体的に計１３項目を定め、５年後、１０年後の達成状況を定量的に測定する指標を掲げ、�
５年ごとに改定することとなっているのも、本法の大きな特徴といえます。�
�
�

昨年６月、我が国における住宅政策の大きな転換を象徴する動きがありました。つまり、「住宅建

設計画法」の廃止と「住生活基本法」の制定です。日本の住宅政策は、昭和４１年制定の「住宅

建設計画法」に従い、４０年間、８次に渡り、「住宅建設5カ年計画」が策定され、当初は新規住宅

の量的拡大、その後は併せて質的拡充などを推進してきました。しかし同法が廃止され、代わり

にこれからの住政策のベースとなる「住生活基本法」（以下「本法」と略）が施行されたわけです。�

以下に「東京都住宅マスタープラン」の素案につき、�
主要項目の達成目標を示しました。�
これにより今後の市場の変化を窺うことができます。�
�



　江戸時代には松平氏、島津氏、織田氏の大

名が、明治時代には、徳川伯爵や鍋島子爵ら

華族が邸宅を構えた「三田綱町」。ここは、往

時の面影を今も色濃く残す由緒正しき屋敷街

です。その高台に、鹿鳴館時代を彷彿とさせる

西洋建築の傑作が存在します。広大な敷地を

囲む重厚な塀、鬱蒼とした木立に守られた、優

美なる館の名は「綱町三井倶楽部」。“日本最

初の迎賓館”といわれるその歴史は古く、１９１３

年（大正２年）に遡ります。�

　１９１０年（明治４３年）、第１０代三井総領家

当主・三井八郎右衞門高棟が團琢磨と共に欧

米諸国に視察旅行した時、文化・文物と共に欧

米諸国の名家が賓客接待用施設、迎賓館を

備えていることに、高棟は強い感銘を受けました。

そして日本における三井家でも迎賓館の必

要性を強く感じたのが、倶楽部建設の理由だと

いわれています。�

　帰国した高棟は、迎賓館を建設するため、用

地探しを始めました。しかし建設に必要な広大

な用地は、なかなか見つかりません。最終的には、

視察旅行に一緒に行った團琢磨が居住した

いと思っていた三田綱町の土地を譲り受け、イ

ギリス人ジョサイア・コンダー（コンデル、コンドル

とも表記）設計による「綱町三井別館」（当時の

名称）の建設が始まりました。�

　１９１３年（大正２年）に完成した建物は、煉瓦

石混造ストレート葺き、地階つき２階建て、延べ

面積は２,８７６平方メートル、ルネサンス様式を基

調としています。当時、館は、車寄せをはじめ主

客溜まり（小サロン）、客溜まり（大サロン）、大食

堂、舞踏室など２３もの部屋から構成されていま

した。館内の絵画や彫刻、置物などにも、東西

の名品がコレクションされています。その代表と

なるのが、イギリス最大の風景画家として知ら

れるターナーの名画や、大彫刻家ロダンの作品

です。ロンドンの国立肖像画博物館にさえ所蔵

されていないという、幼い頃のヴィクトリア女王の

肖像画、源頼朝公の寄付と伝えられる甲冑など

の複製も、館内にさりげなく飾られています。�

　誕生以来、最初の大事件となったのが、１９２３

年（大正１２年）の関東大震災です。なんとか倒

壊は免れたものの、大規模な改修工事は避け

られませんでした。そしてこの被害を乗りこえた頃、

今度は第二次世界大戦という試練が訪れます。

戦時中は慰問袋の作成や袋詰め作業の場とし

て使われ、末期には日本海軍の詰所に。戦後は、

進駐軍によって接収され、米軍の将校クラブと



不動産の有効活用の手法に、「建設協力金方式」というものがあります。�

これは、地主がテナントと賃貸借契約を結び、そのテナントから貸与された保証金や建築協力金で�

テナントの店舗を所有地に建築するという方法です。�

幹線道路沿いのスーパーやレストラン、コンビニといった店舗の多くは、建設協力金方式により出店しています。�

テナントは通常１５～２０年の賃貸借契約を結びます。�

建物が完成して店舗がオープンすると、［2］　の場合はテナントからの家賃が子の収入となり、�
［2］　の場合は法人が家賃を受け取り、子は法人から給料の支払いを受けます。これにより子に納税資金の原資が蓄積されます。�
上記スキームの場合、建物の建設資金はテナントが建設協力金で貸してくれますので、子は自己資金がほとんど要りません。�

建物の登録免許税、不動産取得税などの諸経費の負担だけで、不動産賃貸事業をスタートできます。�

このように、良いことずくめのような建設協力金方式ですが、活用の際には、次の点に注意する必要があります。�

まず、テナントが借りてくれるエリアの土地を用意できることが最大のポイントです。これには、テナントや不動産業者とのパイプが太い専門家の

確保が不可欠です。さらに、テナントの中途撤退リスクにも対応する必要があります。このリスクへの対応策としては、「賃貸借契約で中途撤

退時のペナルティー条項を明記すること」「他のテナントでも出店可能な物件にすること」「売却可能な物件にすること」などが挙げられます。�

相続税の納税資金対策のためとはいえ、基本的には不動産賃貸業という事業を立ち上げるわけですから、専門家のアドバイスを仰ぎつつ、

慎重な検討を行うことが大切です。�



して使用される運命を辿ります。接収期間中に

多少の被害はあったものの、大規模な改造はな

いまま7年後に接収が解除されたのは幸運でした。�

　進駐軍の接収解除後の１９５３年（昭和２８年）、

会員組織である「綱町三井倶楽部」が発足。

同年１１月には、昭和天皇、皇后両陛下もお見え

になり、庭園を散策されるなどのひとときを過ごさ

れました。そしてその後、会員企業である三井

関連各社の賓客接待所として、また会員企業

同士の親睦の場としての利用を中心に、再びトッ

プクラスの迎賓館としての道を歩み始めたのです。

現在までに、財界の著名人のほか、皇族の方々、

歴代の首相、外国の要人などが多数来訪し、

歴史に残る逸話の数々が誕生しました。�

　１９６４年（昭和３９年）の東京オリンピックの開

催にあたっても、非常に大きな役割を果たしました。

当初、東京オリンピック開催には、欧州各国が

反対していましたが、その主な理由は、距離と

食べ物の問題。この反対を打ち破ったのが時

のブランデージ会長でした。最終決定をめぐる

会合が開かれた際に、ブランデージ会長はあ

えて貴重な１９４７年（昭和２２年）の「シャトー・

ディケム」をリクエスト。「綱町三井倶楽部」が

その要求に見事応えてみせたのはいうまでも

ありません。このことで「日本にはまともなワイン

すらない」という反対派の意見を抑えることが

できたと言われています。�

　さまざまな歴史の舞台となってきた「綱町

三井倶楽部」。崇高な歴史の息吹を肌で感

じられ、古き良き伝統が脈 と々息づく風情が、�

“三井グループの迎賓館”にふさわしい社

交場といえるでしょう。�

�

�



納税資金対策は、相続税をスムーズに納税するための対策です。

納税資金対策の原則は、相続税に必要な金銭を確保しておく

ことにつきます。したがって、低利用や未利用な不動産を収益

性の高い賃貸物件に組み換えて、納税資金を蓄積したり、売

却して換金しておくことが必要になります。�

そこで今回は、具体的な所有不動産の活用による納税資金の

確保方法について、事例を基に次のようにまとめてみました。�



会社経営者にとって事業承継・終焉（以下「事業承継等」といいます）は

避けられない課題です。しかし、最近の事業承継をめぐる状況は次第に

変わりつつあり、経営者の子息は当然その会社を継ぐものという考え（今

でもその考え方は主流かも知れませんが）から、会社を「生かす」ために

現在の経営陣、取引先または第三者に移譲するという流れも出てきてい

ます。会社は一定の成長過程を経て発展していきます。創業経営者の

強力なカリスマ的指導力によって事業を拡大した会社も、その後の安定

した経営基盤を維持するためには創業者とは別の能力、すなわちマネジ

メント力に長けた後継者の存在が欠かせないものとなります。この後継者

の有無が事業承継対策の上で決定的な要因であることはいうまでもあり

ません。変化に対応できるものしか生き残れない時代にあって、会社経

営も常に時代に対応できる新しい指導者を求めることになります。�



そこで事業オーナーとしては会社を「誰に」どのように引継ぐか、その「時

機」と「方法」の見極めが非常に大切であるということができます。それ

を自ら見極めて決断しなければならないのです。その方向性が見定ま

らないまま、たとえば、事業承継対策の一環として行われるオーナー経

営者からの株式の移転など行ったとします。しかし、もし将来の別の選

択肢として会社の売却（Ｍ＆Ａ）も視野に入れなければならないとすれ

ば、その場合における承継対策が足をひっぱってしまうこともありうるの

です。つまり、承継のための株式の移転対策とは会社の業績、純資産

について、それを一時的に引き下げたところで行うことが持分移転にと

って有効なのですが、一方で会社を買収する側からみればこれらの対

策（会社の評価を下げる）が行きすぎることによってむしろマイナスと捉

えてしまうことは避けられないからです。最初のボタンを掛け違えるとか

えって問題の解決を難しくしてしまうことになりかねません。�

人間に寿命があるように、会社にも同じく寿命があります。とくに今日の

ような激しい競争社会にあって会社は適性規模で成長し続けることの

重要性が指摘されます。つまり小さすぎては他者に飲み込まれるし、無

謀な拡大路線はシステムや、人材の対応がついて来れず、かえって経

営にとって致命的になります。事業経営の舵取りはまさに決断の連続と

いうことができますが、事業承継等という仕事はオーナー経営者にとっ

てその集大成ということがいえるのではないでしょうか。�

ところで事業承継等の対策では実は２つの側面があるということ
ができます。ひとつは「経営権」の譲渡であり、もうひとつは「財産権」
の譲渡です。そのどちらも重要な要素ですが、会社経営の承継と
いう視点ではまず「経営権」の引き継ぎが優先であり、これに伴う
価値の移転が「財産権」であると言うこともできるかと思います。

ですから事業承継等の対策の場合には実際は法律上、課税上
の問題点をとおして検討していかなければならないなのです。�
そこで経営環境を取り巻く環境は、会社法改正や税制改正など
新しい制度に関する情報も織り込んで判断していくことも重要に
なってきています。�

※ 経営権・・・・・ここでは、議決権の確保、および経営を担うための（株主、社員の掌握など）包括的な概念をいいます。�
※ 財産権・・・・・ここでは、株主としての財産分配権をいいます。�
�

会社の事業の全部または一部を他

の会社に包括的に承継させること

により、会社を分割する制度です。�

事業を承継する会社が株式を発

行し、これを事業を分割した会社（分

社形分割・物的分割）または分割

会社の株主（分割型分割・人的分

割）に割り当てます。�



引退を決意したオーナー経営者にとって、会社、従業員を生かすかたちで経営を譲り、�
かつ自身にとっても第二の人生を送るための経済的基盤を残せるような事業承継対策はまさに理想です。�
ここにそうした経営者の要望をふまえて検討、実行された具体的事例としての�
事業承継対策プランをご紹介します。�
�



本件の事例のように、会社グループの組み

換え（組織再編）を行う場合には、それに伴

う移転コストを十分に検討して行うことが大

切です。なかでも税務コストは非常に重要な

意思決定要素であることは間違いありません。

会社の資産（または事業）を移す場合、税務

は時価取引が原則で、保有資産に含み益�

（時価が帳簿価額より大きい場合）があると、

移転に伴い法人税が課税されてしまいます。

また、株主についても保有株式の価値の異

動を伴う場合は、みなし配当課税という所得

税の問題が生じてしまうのです。�

しかし、税制上の一定の要件を満たす100％

企業グループ内再編成を行うことにより、帳簿

価額を引き継ぎ、法人において課税繰り延べ

が認められます。また、株主についても投資の

継続が認められ、同じく課税関係は生じません。

（組織再編性の対価は株式に限定されます。）�

タックスプランニングを誤ると追加的なコストが

かかり、グループ再編そのものが結果として期

待した効果が得られなくなる可能性があります。�

事業承継対策イコール税金対策という簡単

な問題ではないことはいうまでもありません。

しかし、前述したように事業承継の第一の目

的は「経営権」の移転ですから、これに伴う「財

産権」の移転による資産価値の流出分につ

いては、事前の税務対策によってこれを必要

最小限におさえられる可能性があるというの

も事実です。そして、そこで生み出される資

産の余裕分が、オーナー経営者のセカンドス

テージにとっても大変重要になってくるのです。

また、本例のスキームを実行する際には、金

融機関をはじめとする債権者に対する手当て、

労働者の承継問題といった法的手続き面も

考慮しなければなりません。ここにご紹介し

たのは一例ですが、事業承継等については

個別の背景を踏まえ、ケースバイケースの対

策が考えられます。会社法または税制など制

度が複雑化する中、組織再編（合併や会社

分割、株式交換など）やM&Aなどを検討す

るようなケースでは、これに備えて事前に各

専門家（弁護士、司法書士、税理士、社会保

険労務士、中小企業診断士等）に十分相談

して実行することが大切です。また、専門知識、

業務が多岐にわたるため、各々のスペシャリ

ストを取りまとめるコーディネーターやコンサル

ティングパートナーの存在が必要なのです。�







　春になると、チューリップ、ヒヤシンス、スイセン、クロッカスなどの

花々で彩られるキューケンホフ公園は、オランダ・アムステルダム

から４２km西に位置するリッセ市にあります。約４００種７００万株

もの球根が植えられる庭園が公開されるのは、１年のうち春と夏

の３ヶ月の間だけです。残りの９ヶ月は一般公開のために費やさ

れる準備期間。３２ヘクタールの広大な敷地に丹念に植えられた

球根花が織りなす鮮やかな色彩の競演は、思わず息をのむほど

の圧倒的な美しさです。�

　オランダ語で「台所の庭」を意味するキューケンホフ。その名

の由来は１５世紀、この土地がヤコバ・ファン・バイエルン伯爵夫

人の所有地だった時代まで遡ります。人々はここで狩りやハーブ

の栽培に精を出し、収穫した自然の恵みを伯爵夫人の台所へと

供していました。このことから、この土地は「台所の庭」と呼ばれ

るようになりました。�

　キューケンホフが現在のような英国式庭園公園として設計され

たのは、１８３０年頃。その後、球根花の生産業者や輸出業者のた

めの花の展示場として使用が許可された１９４９年以来、毎年期間

限定で一般公開されるようになりました。今年も、３ヶ月という短い

公開期間を狙って、世界中から多くの旅行者が訪れることでしょう。�

      �

�

�








