
不動産デベロッパーとして発展・成長

◆まず御社の生い立ちからお聞かせください．

設立は，電電公社の民営化によりNTTが誕生した翌年の

1986年１月です．NTTが保有している遊休地や事業所跡地を

現物出資というかたちで切り出してもらい，そこにオフィスビ

ルなどを開発し，フロアをお貸しするビジネスをスタートさせ

ました．

現物出資をいただいたことにより，首都圏エリアを中心に優

良な土地を簿価で入手し，そこに非常に収益性の高いオフィス

ビルを開発することができました．それにより，現在の事業の

柱である不動産賃貸事業の基盤が確立できました．

◆1999年の合併は，どのような効果をもたらしたのでしょう．

全国にあるNTTグループの不動産会社５社（NTT東海不動

産・NTT関西建物・NTTクレド・NTT九州不動産・NTT北海

道エステート）と

1999年４月に合

併．全国にウイン

グを広げる「新生

NTT都市開発」が

誕生しました．

この合併は，単

に資産の結集とい

うことだけでなく，

デ パ ー ト な ど が

入っているビルも

含まれていたため，

商業施設，ホテル等のノウハウの結集にもつながり，事業拡大

への大きなステップとなりました．

◆さらなる発展へのステップは．

NTTから譲り受けた土地の開発により，確実に資産は拡大し

ていきました．しかし，2000年を過ぎるころ，資産を保有し

賃貸事業を営む不動産管理会社的な，いわゆる“大家さん”に

とどまるのではなく，社名のとおり「都市開発」会社というか

本当の意味での不動産デベロッパーになることが我々の事業発

展の道じゃないかと方向性を定め，一般マーケットから土地を

仕入れてビルを開発していくことに着手しました．その最初の

大規模な開発例が「秋葉原UDX」です（写真１）．

さらに同時期には，総合不動産会社を目指し，賃貸事業だ

けでなく，成長のドライバーとして分譲事業にも進出いたし

ました．

独自に土地を仕入れて開発し，不動産賃貸事業と分譲事業を

２つの大きな柱として事業を伸ばしていったことが，我々の次

への成長につながりました．そして，2004年11月には，

NTT持株会社・NTTデータ・NTTドコモに続きNTTグループ

で４社目の株式上場を果たしました．

◆株式上場で変化はありましたか．

株式会社として，上場というのは１つのターゲットとして皆

が目指すところだと思います．それによって知名度が上がると

か企業価値が上がるというのはもちろんあるでしょうが，それ

以上に役員や社員の意識が変わったと思います．今まではNTT

の100％子会社でしたから親会社だけを見ていれば良かったの

ですが，やはり何をするにしても，機関投資家を含めた多数の

株主の皆様が我々の施策についてちゃんと理解してくれるかど

うか，企業価値の向上につながるのかどうかを常に意識しなけ

ればなりません．また，自ずと経営判断もスピーディになりま

した．

さらに，上場前は社員のほとんどはNTTグループからの出向

者でしたので，不動産会社に来たものの２，３年で通信会社に

戻るというパターンも見られました．しかし，上場を機に“転
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http://www.nttud.co.jp/NTT都市開発株式会社

NTT都市開発　三ツ村正規社長

不動産証券化スキームの活用や
連鎖型都市再生など新たな手法
による大規模開発に果敢に挑戦

NTTグループ唯一の総合不動産会社として，今や秋葉原のラン

ドマークとなった「秋葉原UDX」を開発し，その後も「大手町一

丁目地区第一種市街地再開発事業（第一次再開発事業）」「大阪駅

北地区先行開発区域開発プロジェクト」「京都四条烏丸プロジェク

ト」といった大規模な不動産開発プロジェクトやマンションブラン

ド「ウェリス」を積極的に展開するNTT都市開発．昨秋NTT都市

開発グループの新たな中期経営計画を発表し，さらなる成長・飛躍

を目指す三ツ村正規社長にお話を伺った．

写真１ ［撮影：奥村浩司］
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籍”したこともあり，不動産へのプロ意識がより強まったと思

います．このように，会社の風土，社員の意識の変革を促した

という点で，上場のインパクトは大きかったと思いますね．

ファンドやSPCを活用し新たな
ビジネスモデルを構築

◆上場後も．順調に成長を続けていますね．

上場してすぐに2007年度を最終年度とする３カ年の中期経

営計画「C&P07（Change & Proceed to 2007）」を策

定しました．

売上や利益の計画をきちっと示し，外にもコミットすると同

時に，上場会社として力をつけていくため，例えば，新卒採用

を始めたり，業容拡大を目指し西日本エリアに新たにビルサー

ビスの会社を設立するなど，経営基盤の強化にも取り組みまし

た．そのような取り組みもあり，２つの格付け会社からAAク

ラスの格付けを取得し，競争力のある資金調達も可能となりま

した．

◆秋葉原UDXは，SPCスキームを活用した新たなビジネスモ

デルと聞きましたが．

秋葉原UDXの開発にあたっては，我々と鹿島建設の共同出

資により「ユーディーエックス特定目的会社（SPC）」を設立

し，開発型の証券化スキームを活用．事業資金は，我々と鹿島

建設による優先出資とプロジェクトの収益力を担保としたプロ

ジェクトファイナンスにより調達しました．大規模な開発型

SPCとしては日本で初めての試みでした．

◆ファンドの運用を開始されたのもこのころですが．

上場後の成長戦略の礎を築くために，新しいビジネスモデル

もしっかりつくっていかなければいけないということで，ファ

ンドビジネスを立ち上げました．

不動産はこれまで現物でやり取りしていましたが，１社が多

額の資金を負担して不動産を買うのではなく，ファンドを組成

し，多くの人がそこへ資金を出し合う．そして，その不動産か

らの賃料収入や売却時の利益などをまた出資者に分配する．こ

のようなかたちで資金が集まる．資金が集まることによってそ

の不動産の流動化も進む．非常にいい仕組みだと思いますね．

ファンドは，開発をする際にも活用できますし，ファンド自

体がいろいろな物件を購入する．または，我々が開発した物件

をファンドに売却するなど，さまざまな工夫ができます．NTT

グループへ不動産活用の提案をするにしても，選択肢の幅が広

がり，多彩なソリューションが期待できるので，ぜひファンド

ビジネスについては力をつけていきたいと思っています．

新しく中期経営計画2010を策定．
大規模な開発プロジェクトを推進

◆御社の現状と新しい３カ年の経営戦略とは．

2007年11月，新たな３カ年の中期経営計画「NTT都市開

発グループ中期経営計画2010」を発表いたしました．その中

では事業戦略における３本の柱を据え，2008年４月からさま

ざまな取り組みを展開している状況です．

前の中期経営計画「C&P07」というのは，上場会社として

の基盤づくりでした．全社をあげて積極的に取り組んだこと

もあり，また大変ありがたいことに，ちょうど不動産のマー

ケット自体も一時の資産デフレから脱却し好調な時期だったも

のですから，「C&P07」で設定した数値目標を１年前倒しで

達成することができました．

そういう状況から，新３カ年計画では，やはりコア事業であ

る不動産賃貸事業と分譲事業をさらに発展・成長させていくこ

とを第１の柱としています．それを実現するための手段として，

①開発力をどう強化していくか．それから，物件を開発するだ

けでなく，そこから収益を上げる必要がありますので，②収益

力の強化．そして，やはりNTTグループの中の不動産会社です

から，③NTTグループとうまく連携しシナジー効果を発揮する

ように協働していくこと．この３つの視点から，不動産賃貸事

業と分譲事業の強化を進めていきます．

２番目の柱は新たな成長分野を開拓することにより，さらに

飛躍をすることです．①ファンドビジネスとアセットソリュー

ションの推進，②グループ会社を中心とした既存その他事業の

拡大，③新規事業の拡大，④国際事業の推進という４つの取り

組みを通じ，賃貸，分譲，成長分野のバランスのとれた事業

ポートフォリオの確立を図り

ます．

３番目の柱は，当然なので

すが，これだけ事業を拡大し

ていくからには，経営基盤も

強化していかなければなりま

せん．環境保全活動のさらな

る推進などCSR活動もしっか

りと意識した経営・株主重視

の経営・財務の健全性を失わ

ない経営をしていく必要があ

ると思います．

三ツ村正規社長

写真２ ［完成イメージ］
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◆大規模な開発プロジェクトが着々と進行しているそうですが．

新たな中期経営計画では，開発力の強化を事業戦略の大きな

柱としていますが，現在，我々が力を入れている大きなプロ

ジェクトは３つあります．

１つは「大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業（第一次

再開発事業）」です（写真２）．国の合同庁舎の跡地を種地にし

ながら大手町を再開発していく,連鎖型都市再生という日本でも

初めての手法を用いたプロジェクトで，我々は三菱地所，東京

建物，サンケイビルと一緒に事業パートナーとして参画してい

ます．2009年３月の完成を目指し，現在順調に進んでいます．

２番目の注力プ

ロジェクトは，「大

阪 駅 北 地 区 先 行

開 発 区 域 開 発 プ

ロジェクト」です

（写真３）．今まで

JRの貨物ヤード

だった敷地で，こ

れも 数 社 と パ ー

トナーを組みなが

ら入札に参加して

土地を取得しました．2008年の２月に，提案してきた都市計

画案が認められましたので，いよいよ開発がスタートしようと

しています．大阪も東京と同様，現在開発が活発化しています

が，なんといっても大阪駅の北側ですから最高の立地．ぜひ成

功させたいと思っています．

そして３番目のプロジェクトは，京都の四条烏丸．四条通と

烏丸通の交差点にある土地で展開するプロジェクトです．

京都ではまたとない一等地ですので，商業とオフィスのコン

プレックスのような開発を行う計画です．

我々がこの京都の開発に注力しているのは，大手町や大阪の

ような他のデベロッパーとの共同事業ではなく，当社単独事業

だからです．

当社の強みは，今までオフィスビルを中心に商業施設等多様

な開発にかかわり，100棟以上のビルを開発した経験があるこ

とだと思います．その力が試されるプロジェクトですので，ぜ

ひ成功させたいですね．

◆今後の抱負について．

この４月からスタートした「中期経営計画2010」は，株主

の皆様にもご説明しており，ある意味お約束している計画です

から，まずこれをしっかりと実現していきたい．

不動産業界を取り巻く環境ですが，賃貸事業についてはまだ

まだ堅調に進むと思っています．一方，分譲事業については少

しマーケットの動きも変化してきており，足元をウォッチしな

がら進めていかなければいけない部分もあります．

当社は,規模的にもその他あらゆる側面から見ても,まだまだ

発展できる余地は持っている会社だと思っていますので，社員

と力を合わせてさらに成長し，NTTグループ唯一の総合不動産

会社として，ぜひNTTグループに貢献していきたいと思ってい

ます．

◆開発推進部についてご説明ください．

当社の開発部門には，

開発推進部と住宅事業部

とがあります．住宅事業

部は，分譲住宅マンショ

ンの開発・取引にかかわ

る業務を担当していま

す．それ以外の，オフィ

スや商業施設等の土地の

仕入れから建物の企画，

そして建物をつくるとい

うところまでを担当する

のが開発推進部の主な役割です．

◆これまでに携わってこられた開発についてお聞かせください．

東京大手町の連鎖型都市再生プロジェクトである「大手町一

丁目地区第一種市街地再開発事業（第一次再開発事業）」を

ずっと担当しています．今は主に大阪駅北地区開発に携わって

います．

◆日本初という大手町の連鎖型都市再生について教えてくだ

さい．

大手町は，金融，情報通信，マスメディアなど日本経済の中

核として24時間稼動型企業が集まるエリアですが，ビルの多

くは築30年以上と老朽化や陳腐化が懸念され始めています．

一般的に古いビルを建て替える場合，いったん取り壊すので，

そこにいらっしゃる方はどこかへ引っ越してまた戻って来なけ

ればなりません．大手町は利便性や地番としてのステータスが

高く，大手町の中にいたいという声が非常に多くありました．

また，汐留や六本木といったエリアで大規模な開発が進み，

大手町のエリアとしての競争力が弱くなってきていました．

連鎖型都市再生というのは，大手町合同庁舎跡の大きな土地

が更地として出てくることで，その更地を戦略的に活用し，段

階的かつ連続的な建て替えを進めることにより，大手町をより

グローバルで高度に情報化されたビジネス拠点として再生する

という考え方です．

第一次再開発事業は，JAグループ，経団連，日本経済新聞

社を地権者とし，当社を含む４社が事業パートナーとして参画

し，合同庁舎１・２号館跡地に事務所，国際カンファレンスセ

ンター，店舗などの複合施設を建設．完成後は３地権者がそれ

ぞれのビルの一部へ移ります．第２次再開発事業として，その

３地権者のビルがあった場所を更地にしてそこへ移りたい方に

手を挙げてもらう．そういったことを繰り返して新しいビルが

どんどん建っていき，大手町というエリアを出ずに皆様が建て

替えたビルに入居できるといった今までにない仕組みです．日

本でもこういうやり方は初めてです．

池田秀人担当部長

大手町の連鎖型都市再生や大阪駅北地区開発な
どの大規模開発を推進

開発推進部

担当部長　池田秀人さん

写真３ ［完成イメージ］



NTT技術ジャーナル 2008.8 29

◆大規模開発のご苦労は．

例えば大手町の開発では，事業パートナーが４社と地権者が

３社いらっしゃいます．地権者の皆様は自分たちのビルを建て

替えるという想いが非常に強いですし，事業パートナーは不動

産会社として賃貸ビルをつくるという考え方をしますから，必

ずしもお互いの想いが同じ方向にいかない場合が出てきます．

ですから，そういったときに地権者の方の意向をちゃんと汲み

ながら事業を組み立てていかなければなりません．

大阪駅北地区開発の場合は，デベロッパー12社でプロジェ

クトを動かしていますが，この場合も各社のこれまでのやり方

や考え方が違ったりするため合意が大変です．

◆やりがいを感じるときは．

大手町にしても大阪駅北地区開発にしても，たまたま私は２

つかかわることができていますが，これだけの開発は不動産会

社にいてもなかなか経験できません．多分，一生に一度巡り合

うかどうかのプロジェクトだと思います．そういった意味では

非常にやりがいはあります．

また，大規模開発は街のイメージを変えることができ，楽し

い仕事だと思います．例えば，当社が手掛けた「秋葉原ＵＤＸ」

です．秋葉原のイメージが随分変えられたと思います．大阪駅

北地区開発もオフィス，商業施設やホテルなどいろいろなもの

をつくりますから楽しい街になると思います．歩いていてきれ

いで楽しい街並みがずっとあるようなものをつくりたいと思っ

ています．

◆ソリューション営業本部についてご説明ください．

ソリューション営業本

部は，2007年の７月に

新しくつくられた組織

です．

業務内容は，NTTグ

ループを中心とした不動

産のソリューションで

す．オフィスのニーズに

対して貸床を提供する

リーシング営業の仕事

と，NTTグループが保有

している土地の利活用を提案して当社の開発力で事業にしてい

くというようなアセットソリューションの分野．そして３年前

に立ち上げた新規事業の不動産ファンドを運用していく仕事

です．

◆御社が運用するファンドについて教えてください．

2006年の３月に，NTTとUD（都市開発）の頭文字をとっ

てネーミングしたNU-1という第１号のファンドを立ち上げま

した．その後，運用は極めて順調に進んでいます．

NTT都市開発から３つの物件を出してファンドに組み入れ，

あとは外部からビルを購入して最初４物件でスタートしました

が，１年後にビルを１つ買い，現在５物件で運用ができている

状態です．

投資家へのリターンも７％を毎年配当していけるよう目標設

定していましたが，今のところ８％を上回る水準で運用できて

います．

◆NU-1以外のファンドの運用は．

2006年度末に，NTT西日本から190物件で350億くらい

の規模になる社宅の土地を購入しました．社宅としての土地利

用期間が１年・２年・３年と決まっているものですので，３年

間運用するものをNU-2として２号ファンドにして，1年間運

用するものをNU-3として３号ファンドに，２年間運用するも

のをNU-4として４号ファンドにと３つのファンドをつくり運

用しています．

2007年度は，金融商品取引法という法改正もあった関係で

ファンドの組成というかたちにはしませんでしたが，オフィス

ビルを将来のファンドのために開発するという新しい取り組み

を行ったり，2008年度にまた新たなファンドが組成できるよ

う民間のファンド業者から16物件170億くらいのオフィスビ

ルを購入したりしました．

ですから，2008年度にはまた新たにファンドの規模を拡大

することを想定しています．

◆現在，力を入れて取り組んでおられることは．

ファンドの規模拡大もそうですが，NTTグループは今土地の

売却を結構進めていますので，その売却される土地にNTT都市

開発として新しい事業ができないか，提案営業をしています．

また，NU-3の土地を分譲マンションや賃貸マンションにす

ることを企画して事業化を進めているところです．

◆海外にも事業を拡張されているそうですね．

国内の不動産がかなりヒートアップしまして土地の仕込みな

ども苦しい時代がありました．まだ海外の方はこれから発展の

余地がありますので，不動産の取得をして開発をするプロジェ

クトを立ち上げ現在進めています．

実際にやってみますと，国内よりよっぽどハードルは高いで

すね．日本の契約がまったく通じないところもありますので…．

しかし，ファンドとかJ-REITの世界では海外不動産も取得で

きるように，現在法整備もされてきていますのでチャンスは広

がっていくのではないかと思っています．

（インタビュー：池内祥子）

新たなファンドの規模拡大を想定

ソリューション営業本部

担当部長　秋光健生さん

秋光健生担当部長


