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中小テナントビル低炭素パートナーシップ連絡会 

 

日時：平成29年10月24日（木）16時～17時30分 

場所：都庁第二本庁舎10階204会議室 

 

・議事『グリーンリース普及の検討について』 

 

（事務局より資料２報告事項及び参考資料１の説明） 

○堀江座長 どうもありがとうございました。 

 前半の報告事項について御説明いただきました。ここまでで主に皆様から御質問をいた

だくことになるかと思います。 

 １つだけ、代表しまして、補足で御説明いただければというものがございまして、10ペ

ージのグリーンリース契約の内容というところで、照明が多いかと思ったけれども、空調

も結構多くて同数だったというところで、ここは非常に大事なポイントかなと思っている

のです。空調の場合、削減効果の算定が難しいということがずっと言われてきたわけです

けれども、これだけあったということは非常に大きな成果ではないかと思うのです。これ

は、カーボンレポートの改修版、今の言い方を忘れてしまったのですが、これをつくった

ことによって簡易に計算できるようになったことが寄与したのか、あるいは、COPのような

形で簡易に計算してきたのかとか、そのあたり、まだ分析は進んでいないのかもしれない

ですけれども、今の段階でわかるところがあれば、補足で御説明いただければと思います。 

○田部井 空調の削減方法の算定については、昨年度皆様にもいろいろ御議論をいただい

た省エネ改修効果診断ツールというものを使ってその効果を計算しているというのが、16

件のうちのほとんどを占めておりました。ただ、実際に今ある実績と改修後の実績を比べ

てその削減分の何％をやりとりしますよと考えている方と、ツールなどでこのぐらい削減

できるだろうから、もう固定で以降は幾らですと決めているパターンと、決め方としては

２パターンありました。現状でわかっているのは、そのぐらいになります。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 ある程度、これを使ってくださいというような計算方法のツールを配付したところが、

これにつながったということかと思います。 

 それでは、皆様から御自由に今までの御報告内容につきまして、御質問等をいただけれ

ばと思います。 

 清宮委員、お願いします。 

○清宮委員 今の堀江座長の御質問と絡むのですけれども、10ページ、11ページのグラフ

の分析を、もう少し細かくしたほうがいいのかなという気がするのです。１つ目は、例え

ば先ほどの10ページのグリーンリース契約の対象設備と11ページの還元割合、これのクロ

ス集計というのですか。例えば空調の場合は全体的に低くなっているのか、あるいは結構

高いのか、照明の場合はどうなのか、そういうクロスが見たいということです。 

 ２つ目は、同様に11ページの最後のグラフのクロス集計というのですか、いわゆる期間

と還元割合、これがどういう関係をとっているのか。この辺が見えてくると、都としても

推奨する契約の料金の負担の仕方とか、そういうものに対する一つのガイドラインではな
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いけれども、ある程度のものが示せるのかなという気がしますね。 

 以上です。 

○田部井 ありがとうございます。 

 クロス集計は現状16件というところで、細かく分けるとそれぞれ２～３件ずつなどにな

ってしまって、まだ傾向が見える状況ではないのですけれども、そのような視点も今後、

来年度まで募集をやりますので、予定件数どおり伸びていけば、そういった分析もできる

のかなと考えています。11ページの左右のクロス集計というお話がございましたが、正直

に申し上げまして、補助事業という性質もありまして、グリーンリース料10％でなおかつ

期間が１年という最小のものの組み合わせが多少多かったかなという気はしています。一

方で、「３年超」とこのグラフでは書いていますけれども、10年近く契約するような例で

あるとか、還元率も「30％以上」に半々である50％とか、そういった事例もございました

ので、どういう取り組みをしてきたかということを、実際に事業者さんにも今後ヒアリン

グする機会等もありますので、その辺を聞きながら、また事例の取りまとめを行っていき

たいと思います。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 本当にもうちょっと事例が集まってということだと思うのですけれども、今のクロス集

計、御指摘いただいた話、ごもっともだと思います。あと、今の田部井さんのお話の中に

出てきましたけれども、例えば左側で言うと「30％以上」という中でも、その中で50％以

上を分けて出すとか、「３年超」も同じ話なのですけれども、その中で５年超を分けて出

すとか、もう少し細分化すると見えてくるものがあるかなとも思います。 

○清宮委員 今の田部井さんの御説明を聞くと、要は、現時点では補助金を使いたいがた

めにグリーンリースをとっているみたいなパターンが多いのかなと。 

○新井 11ページの右下の円グラフの「１年以下」の９件というのはまさに助成の条件の

最低ラインを狙ってきているのです。ただ、これが１年後にテナントさんと更新しました

とかと、とりあえず１年間経って状況を見て更新するなどという事例が出てくると、それ

を分析して事例として使えるのかなと思います。時間をかけながら、ここら辺は内容を確

認していって、クロス集計やっていきたいなと思います。 

○清宮委員 私が申し上げた趣旨はちょっと違っていて、グリーンリースというものに対

するオーナーサイドの見方がまだ足りないということをあらわしているのかなと。単純に

補助金があるということだけに目がいっていて、本当はグリーンリースの主たる目的はそ

うではなくて、オーナーのメリットは、単に補助金を使うだけではないのですよと。ある

意味で、長期間をテナントさんと、アンカーボルトではないけれども、きちんとしたタッ

グを組む、いわゆる深耕していくというのですか。テナントとの関係の深化であったり、

あるいは長期間の中でしっかりとした回収も図れるという部分が、本来はグリーンリース

を結んでいく大きな役割であり、目的だと思うのです。だから、まだそこの説明不足とい

うのか、浸透不足というところに少し課題があるのかなという切り口を持っていたほうが

いいのかなと。今のところ、まだ多くのオーナーさんは、単に補助金の形がちょっと変わ

ったので、それをうまく利用するためにやっている、グリーンリースという言葉を使って

いるというところで、まだまだグリーンリースの本来の目的であったり、意味であったり、

メリットであったりという部分が、どうも利用者サイドに浸透していないという結果を捉
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えたほうがいいのかなという気がします。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

○宮田 その指摘を踏まえて、我々とすると、16件の実績をもって、グリーンリースを実

践するためのきっかけづくりになるような手引を、とりあえずは出したいと思っているの

です。この16件という少ない情報の中で、こういうデータを使いつつ、また、事例も取り

まとめしながらといったときに、ミスリードをするような情報の出し方をしてしまうとよ

くないなというところがあります。その辺、例えば右下の契約期間の「１年以下」という

ところで言うと、まさにグリーンリースの趣旨はまだよくわからないけれどもというとこ

ろで始めた人たちの情報も、ある意味、クロス集計の中で使っていくのか。また、事例の

中で使っていくかについても、すごく悩ましいなというところがありまして、それについ

ても、御意見を頂戴できればありがたいと思います。ここで得られたものの中で、今後グ

リーンリースの普及につながっていくような情報の出し方という中で、少ないのですけれ

ども、見せ方であるとか内容であるとかということについて、皆様から何かありましたら、

ぜひともいろいろと意見をいただきたいと思います。 

○清宮委員 私の先ほど申し上げた趣旨は、公表資料としてこういうクロス集計という意

味ではないのです。逆に言えば、これからセミナーを設計していくとか、用意していくと

かという裏方側のデータとして、そこのところをきちんと押さえておかないと、ピントを

どこに合わせていくのかを知るために、そういう分析も欲しいですと申し上げただけで、

一般向けの公表資料としては、そこまで細かくする必要は、私はないと思います。 

○堀江座長 ２つ申し上げたいのですが、１つ目は、見せ方のお話なのですけれども、「１

年以下」と書いてありますが、１年ちょうどというお話なので「１年以上２年未満」でも

おかしくないわけですね。２年というのが皆さん御存じのとおり大体一つの契約の基本に

なっているので「１年以上２年未満」と「２年以上３年未満」と「３年以上」という書き

方にしても問題ないわけですね。 

 もうちょっと本質的な問題として、別紙でお配りしたところ、ちょうどいいお話の展開

になっているのでお話をしたいのですが、これは何かというと、オーストラリアでベター・

ビルディングス・パートナーシップというものがありまして、まさにこの東京都さんのパ

ートナーシップに相当するような、政府が入りながら民間の不動産企業さんを中心により

よいビルディングをつくっていくというパートナーシップなのです。そこがグリーンリー

スのひな形というものを、もう１年ぐらいになるのですけれども、割と最近改定して、実

はこれだけ項目があるのです。 

 これは国の委員会のときから申し上げているのですけれども、日本でグリーンリースと

いうとどうしても改修のところだけに注目が当たってしまって、そこがもちろん効果が大

きいので大事なのですが、まさに清宮委員がおっしゃったとおりで、その後も一緒にテナ

ントとオーナーがタッグを組んで運用改善を続けていって、引き続き努力を一緒にしてい

くのだよというところの項目が非常に多いのだというところを見ていただければと思いま

す。 

 大きく見ると、協働及び工事に関する項目ということで、設備改修を伴うグリーンリー

スがどこに入るかというと、この上から２番目です。設備改修に関する協働というところ

に入るわけなのですけれども、それ以外にも、サステーナビリティーマネジメントに関す
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る協働ということで、例えば、これは協議会を設置するなどということがここに入ります。

若干省略しながらお話ししますが、ビル管理及び資源の消費に関する項目ということで、

エネルギー管理などという言葉が出ていて、この管理という意味は、若干かために言えば、

目標設定をして、それを一緒に実行して、このPDCAサイクルを一緒に回していきますよと

いうのがこの管理という言葉なのです。日本だと、まだまだ省エネ一緒に頑張りましょう

ぐらいの本当に努力規定的なことが一言入っているということなのですけれども、本当に

一緒にやっていくということ、PDCAを回して、そんなことをまさに協議会などで議論して

いくということになっている。最後の報告や基準等に関する項目、ここも非常に重要でし

て、例えば特に上から２番目の既存ビルの運用実績に関する格付・認証ということで、こ

れは特にオーストラリアなのでNABERSとかグリーンスター、日本で言えば、まさにこのカ

ーボンレポートだとか、あとはCASBEEなどに相当するものなのですけれども、これはビル

オーナーとテナントが協働で何とか以上を維持しますとか、何とかへの向上を目指します

とかという、こういう項目が入ってくるのです。 

 ですから、先ほどのもので言いますと、12ページですか。こちらはあくまで試算ベース

だと思うのですけれども、A2未満のものが多くてA1などが多かったものが、試算ベースで

すと全てA2以上で、平均でもA3になるということなのですが、あくまでこれは試算ベース

なので、実際に運用していった段階でそれがどういうように実績になっていくかというこ

とを見ていく。こういう内容をグリーンリースということに入れていく。お金のやりとり

というのは、正直１年でもいいと思うのです。ただ、実際の協力の取り組み、運用の改善

を頑張っていくという部分については、２年、３年、５年、10年と続いていくと、このよ

うにできるのではないかと思っています。グリーンリースといったときに、特に長い契約

で一緒にやっていくときには、お金のやりとりが何年間発生するということだけに着目し

ないほうがいいのかなと思います。 

 長々とお話しさせていただいてしまいましたけれども、そのようなことを含めまして、

また皆様からの御意見をいただければと思います。 

 村田委員、お願いします。 

○村田委員 話が戻ってしまうのですけれども、契約期間についてなのですが、これは自

動更新などがついているではないですか。通常は１年ではい、終わりというのは考えづら

いところで、賃貸借契約と性質が違うのでとりあえず１年にしておいて、契約期間中、賃

貸借契約が残っている間は自動更新していくとか、そういうスキームで契約するのは考え

られると思うのです。 

○清宮委員 お金が絡む場合は、それはないと思います。いわゆる協議会運用とか、そう

いうものは自動更新条項がついても抵抗なく入れると思いますけれども、支払いが伴うと

いう場合の契約では、自動更新条項はテナントサイドが納得しない可能性が高いのではな

いでしょうか。 

○村田委員 なるほどね。 

○村田委員 せっかく設備改修などをして、グリーンリース契約を結んで、１年でおしま

いですというのも、かけた手間などを考えるともったいない話ですしね。 

○堀江座長 ちなみに、契約期間は１年ちょうどが最低条件だというお話だったと思うの

ですけれども、左の還元割合の「10％未満」というのは、最低はどこというのはあるので
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すか。 

○田部井 最低ラインは、数値としては決めていません。明らかに極端に一律10円ですよ

とか、１％ですみたいな極端に低いのはだめですよというのは、説明会など、質問などで

はお答えしているのですけれども、区切りをつけるのは難しいので、明記はしていないで

す。 

○宮田 助成金の採択の中で、たくさん来て、モデル事業ということで件数があるので、

還元率、期間などを踏まえて、より還元割合や期間が長いほうが採択されやすくなると、

そういう形で御案内はしているのです。 

○堀江座長 ほかは御質問、いかがでしょうか。 

 金子委員、お願いします。 

○金子委員 先ほど来から出ている話は、契約年数、還元割合というように、補助金をと

るための要因というものがあって、逆に言えば、補助金がなければもうちょっと年数をか

けて還元を戻してもらわなければいけないとか、還元割合についても、こんな低いパーセ

ンテージでは回収できないということで、これは補助金ありきの事例だと考えたほうがミ

スリードしないと思います。 

 別の質問なのですけれども、高効率パッケージ形空調機があることについて、もし情報

がわかればという程度なのですが、通常ですとパッケージ空調の耐用年数が来ているタイ

ミングで申し込まれているケース、便乗でというものが圧倒的に多いのではないかと思う

のです。一方で、グリーンリースとしては、そういったグリーンリースを使うことによっ

て、耐用年数が満たないものであっても明らかに省エネ効果が高い機器への乗りかえを促

進する面もあるのですが、その辺、傾向などがわかるような情報があったら教えていただ

きたいのです。 

○田部井 改修前の設備はどのぐらいのものを置いているかは、集計としてはまだ情報が

不十分なのでできていない状況なのですが、16件の事業所にヒアリングなどを一部したり

している中では、やはり相当年数がたっているようなものの交換がメーンというか、そち

ら側のものが多いのではないかとは思います。この辺も、このグリーンリースの事業自体

は実際に申請していただいたらその後３年間継続して報告していただくことになっている

ので、どこかのタイミングでもともとの設置した設備がどのぐらいでどうでしたかという

のは、情報としては収集できるかと思います。ただ、現状では正確な数値はわからない状

況です。 

○金子委員 あと、空調機とLEDをセットで申し込んでいるのか、空調機単独であるのかど

うかも大きな観点かなと。LEDであれば賛同を得やすいので、そこに空調機もセットで組み

込むというのは説得しやすいと思うのですけれども、空調機単独で耐用年数が来たような

ものをグリーンリースフィーで還元しろということについては、納得するテナントは余り

ないと思いますので、その辺もわかりましたら、情報としていただければと思います。 

○田部井 両方更新しているところも半分ぐらいあるのですけれども、照明ならば照明だ

けの更新も11件中たしか５～６件あったと思います。同じように空調だけの更新も数件あ

ります。ですから、LEDの更新はやっていないけれども、もしくは既に終わっているけれど

も、今回空調だけこのグリーンリースで申請しましたという案件も何件かございました。 

○堀江座長 吉田委員、お願いします。 
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○吉田委員 12ページの省エネ効果についてお聞きしたいのですけれども、グリーンリー

スの補助金申請でこのA2以上にするというのが、東京都の特別な制度ですので、なかなか

わかりづらいなということがあります。環境省などの制度と同じように、CO2やエネルギー

の削減効果に換算しますと実際に平均どれぐらいかというようなデータがありましたら、

教えていただければと思います。 

○田部井 ベンチマーク自体は、このグラフだと細かいA1マイナスなどの表示までしてい

ないのですけれども、A1マイナスが、我々の東京都の持っているデータだと平均値という

ことになって、A2以上になりますと、平均値より15％以上いいというところのレベルにな

ります。今回改修前で平均はA1程度で、改修後平均はA3程度というところを考えますと、

A2、A3と２段階上がっているというところから、20から30％近く削減できる見込みだとい

うところ、計算上はそのぐらいのレベルになります。改修が終わった後に３年間報告を受

けるので、実績も追っていけますので、実際にどのぐらい見込みと乖離があったかなどで

すとか、実際にどのぐらい削減できたかというのは、１年後、２年後に整理すればわかる

かと思います。 

○宮田 改修前後の効果についても、まず、推計については、皆さんにも御意見をいただ

いてつくった診断ツールをもとにして改修前と改修後の設備を入れて、効果を出した値を

報告してもらっているということが前提になるのですけれども、昨年度５件、今回11件採

択をしていますけれども、昨年５件について言うと、平均で改修効果は18％で、今回の11

件については、25とか26とかというぐらいの効果は、推計では出ます。 

○伊藤委員 ８ページに書かれている交付決定事業所平均削減率と、削減見込み量という

もの。 

○堀江座長 ほかに御質問はございますでしょうか。 

 伊藤委員、お願いします。 

○伊藤委員 募集結果をこの後の事例や手引などに生かす観点からは、方法論的なところ

が少しでもわかればというのはあると思うのです。特に還元方法の決め方。率にするのか、

額にするのか、比率をどうするか。あるいは、これは中には改修のツールを使って、そこ

で予測の削減量とか、それを水光熱費に換算してということをやっていらっしゃるのかも

しれないのですけれども、そういったことでどう見込みを立てるかということとあわせて、

結果が違ってくる場合もあるでしょうから、そういう場合に何か予測と違ったときの対応

はどうなるのかということも条項には設けられておられるかと思います。そういう意味で

も、実現させるためにここの16の事例はどういうことをやられているのかは、できる範囲

でお示しいただいたほうがわかりやすいかとは思います。 

○堀江座長 今、伊藤委員のお話に関連しまして、金子委員がおっしゃったことにも関連

するのですけれども、このテナントからオーナーへの還元割合というところで10％未満だ

ったりとか、10％から30％未満というのが、どうしても補助金ありきなのである程度多く

なってしまっているというところなのですが、これも見せ方としてということにはなるの

ですが、オーナーの負担割合という裏側から見て、補助金の部分もオーナーの負担から外

れるわけですね。オーナーの負担割合という言い方でやるとすると、多分40％とか、そう

いうところがふえることになると思いますので、そうすると補助金がない場合のグリーン

リースの場合には、どの程度テナントとオーナーで負担すべきかという、オーナー側から
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の観点にはなってしまいますが、一つの見せ方にはなるかと思います。 

 では、この前段の報告事項については、一旦よろしいでしょうか。後半に進めさせてい

ただきます。 

 それでは、また事務局から、今度は協議事項ということで、グリーンリース事例の取り

まとめというところについて、お話をいただければと思います。 

 

（事務局より資料２協議事項の説明） 

○堀江座長 御説明ありがとうございました。 

 それでは、どういった手引をつくっていくか、その中にどういう事例を入れていくかと

いうことで、皆様に御意見をいただきたいと思うのですけれども、最初に１点だけ、御説

明をお伺いして気がついた点を申し上げたいと思います。取組事例イメージのところで、

取り組みの経緯というところがあるかと思うのですけれども、こういったものはベストプ

ラクティスとして、啓発のために出していくという趣旨からすると、まだ更新時期にはな

いのだけれども、ちょっと古くなってきたねと。それから、テナントさんとしてもより快

適性が高いものが欲しいねみたいなものがあったほうが、事例として啓発の目的というた

めにはふさわしいと思うので、ちょっと気になったので、それだけ最初に申し上げたいと

思います。 

 それでは、皆様、御自由に御意見をおっしゃっていただければと思います。 

 金子委員、お願いします。 

○金子委員 まさに私が言いたいことを座長に言っていただきまして、ありがとうござい

ます。単なる見ばえの問題だけではなくて、これは事例にすぎないかもしれないのですけ

れども、大事なこととして、こういったツールが、オーナーさんがテナントさんに対して

いろいろ説得するときにテナントさんの反感を買わないということです。そもそもテナン

ト向け案内イメージのところでも、どうして折半することがお互いにとってメリットなの

かという根本のところをうたっていないと、先ほど言ったような設備改修時期はまだ来て

いないのだけれども、前倒しで更新すると双方にとってメリット、グリーンリースを使う

ことによってそれが実現できるとか、あるいは、本来のビルの標準だとこの程度なのだけ

れども、それよりもワンランクアップするためのコストをともに持つことによって、両方

ハッピーだとかというグリーンリースの最大のメリットのところ、それで心をつかんでも

らわないとなかなか先に進まないのかなと思いますので、総論として、そこのところを踏

まえて今後考えていただければと思います。 

  私からは、以上でございます。よろしくお願いします。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 ほか、皆様、いろいろ御意見があろうと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 村田委員、お願いします。 

○村田委員 チェックシートなのですけれども、チェックシートは契約のための準備とい

うことですから、契約締結前にチェックするイメージなのですか。 

○新井 契約前にチェックする部分と契約が済んだ後の運用など、全て通して使ってもら

えるイメージです。 

○村田委員 読んでいて、確かに契約前にやっておいたほうがいいものもあると思うので
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すけれども、契約後でもいいのではないかというものも一緒になってしまっているではな

いですか。今のお話の趣旨であれば、契約前に準備するものとその後のものは分けたほう

がわかりやすいのかなと思ったのです。例えばテナント協議会など、やっていたほうがも

ちろん好ましいのでしょうけれども、これはグリーンリース契約をした後でもいい話だと

思うのです。テナント協議会、テナントとの関係性のところとか、グリーンリース契約を

結んだことを契機にこういうことをやっていきましょうということでもいいわけではない

ですか。 

○新井 そうですね。そのように契約を結んだ後に、グリーンリースを運用するためにち

ゃんとやっていく項目とは分けて掲載していく、そういうつもりでこれはつくっていきた

いと思います。 

○堀江座長 個別には、今の御指摘のように事前ではなくて後に持っていってもいいので

はないかというのはあるかもしれないのですけれども、全体構成としては、まさに事前と

契約時と契約後に分けてつくられているということですね。 

 清宮委員、お願いします。 

○清宮委員 この資料は、誰をターゲットにするのかが曖昧かなという気がするのです。

要はオーナーじかになのか、それとも、PMとかビル管理会社のような比較的専門家を対象

にしていくのか、それともテナントを対象にするのか。全部入ってしまっているような感

じがするのです。全部入ってしまっている結果、すごく曖昧になっていて、先ほどの金子

さんの御指摘のように、これはちょっとテナントにまずいのではないのということも入っ

てしまう。逆に、それを抜いてしまうと、今度はオーナーからするとそのメリットがわか

らなくなってしまうというような部分があって、ターゲットをもうちょっときちんと設定

したほうが、資料としてはつくりやすいのかなという気がするのです。 

 ちなみにオーナーという立場で考えた場合に、このチェックリストは恐らく見ないと思

います。このチェックリストに従ってチェックをしていかないとグリーンリースができな

いのだと思うほうが、マイナス要因だという気がするのです。皆さん、どうしてもある一

定の組織を持っていらっしゃるオーナーさんというイメージが強いので、このぐらいは読

めばわかる話だとお思いでしょうけれども、中小ビルのオーナーさんは、申しわけないけ

れども、そのようなレベルではないのです。まず、面倒くさいことは本当に嫌いです。設

備の改修についても、できるだけ延ばしていますね。本当にだめになってからやろうとい

うぐらいの認識なのです。整備が要るという認識自体持っていないのです。機械物に整備

が必要なのだと、これは我々エンジニアからすると当たり前のことなのです。でも、当た

り前のことを誰も当たり前と思っていないのですね。 

 そういう人たちに対して、これだけ細かいことを聞かれたら、もういいよグリーンリー

ス、そんなことをやらなくたって時期が来てやればいいじゃない、あるいはテナントが出

ていって、それこそ半分ぐらいになったやろうとかというぐらい。本当に長期修繕計画す

ら持っていないのですから。あきれるぐらい。ついこの間もある委員会でアンケート調査

をやろうみたいな話の中で、委員の人に聞いて、委員の６割が長期修繕計画を持っていな

いですから。なぜ必要なのという意見が出るぐらいです。そんなのゼネコンに頼んでつく

らせればいいじゃないかと。それをどうジャッジするのと言ったら、それは壊れてから考

えればいいと。それでは長期修繕計画の意味がないというね。でも、本当にそのぐらいの
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レベルなのです。だから、その人たちにこれをやれと言ったら、多分、この段階でストッ

プしてしまう。 

 でも、逆に今度はPMさんとかビル管さんとか、いわゆる改修を進めていく対立場の人。

メーカーさんなど、そういう立場の人からすると、こういうことをチェックしていかない

と、オーナーさんに聞き出さないとできないわけです。そういう意味では、こういうもの

は必要になってくる。このぐらいの細かさというものはある程度必要になってくる。テナ

ントさんには間違いなくこれは必要ない。テナントさんサイドからすれば、これは全く必

要ないということになりますね。この後ろのテナント向け案内にしても同様に、オーナー

さん向けなのかテナントさん向けなのかという部分をはっきりさせておいたほうが、もう

ちょっと具体的に書けるのかなという気はするのです。オーナーのメリットのほうが見え

過ぎてしまうのは、余りよくないのです。テナントさんに出す以上は、テナントさんのメ

リットが強調されたほうがいいので、ある意味で、オーナーのメリットは隠れたほうがあ

りがたい、使いやすい資料ということにはなるのです。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

○鯉川委員 最後のものはテナント向け。 

○梅原委員 清宮委員のおっしゃったようなこと、テナントと双方、お互いメリットを享

受できる仕組みであるものの、余りテナント側には、オーナーにもこのようなメリットが

ありますというものを出し過ぎてしまうと、裏目になってしまうかなと感じました。 

○吉田委員 実際にグリーンリースに成功した例を幾つか並べてみてそれをそのままなの

か、幾つか組み合わせるかなりして、ベストのシナリオをうまく出せたらいいなと思うの

です。 

 東京都さんの補助金を受けた例ではないですけれども、私が聞いている実際にグリーン

リースができた事例は、テナントさんが主役です。例えば省エネ法の削減義務を事業所と

しても持っておられたり、省エネ、CO2削減をはかりたいというポリシーを持っておられた

りするような非常に進んだテナントさんもいらっしゃる。現実的に水光熱費を下げたいと

いうテナントさんもいらっしゃって、何とかならないかなとオーナーさんに相談されて、

ちょっとだったら負担してもいいよみたいな話から、こういう方法がありますということ

で進んでいった。そういう手順でいったほうが実際に成功するというような気がします。

オーナーさんも、テナントさんに長くいていただくために喜んでいただける方法はないか

ということでテナントさんと話していたら、照明の電気代が安くなるのが一番いいよとい

う話で、では、LED化しようかと。毎月１本50円くださいとか、１本100円くださいとかと

いうような話を了解いただいて、結果としてグリーンリースになりましたと。実際にはこ

ういう話の進み方でなったと聞いています。何かそういうような例をうまく紹介していく

ほうが、寿命が近いからかえたい、それを何とかテナントさんに負担してもらえないかみ

たいなことで設計していくと、なかなか進むものも進まないのかなという気がします。ベ

ストプラクティスを１つの例で示すのか、幾つかケース１、ケース２みたいな形で表現し

ていくのか、もう少し工夫が必要な気がします。 

○堀江座長 おっしゃるとおりですね。皆様のおっしゃったことを若干まとめるというわ

けではないのですが、多分、ケースを完全にＡ社のケース、Ｂ社のケースとしてしまうと、

どうしても正直補助金目当てというところがある中、余り啓発にはふさわしくないところ
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が本音で出てきてしまうところもあるので、幾つかをまとめてデフォルメしたような形で

ケースとして出すことも考えたほうが、啓発のための手引としてはいいものができるかも

しれないというのが１つ目ですね。 

 テナント主導というお話で、実は、これも大変ポイントでして、今の日本のグリーンリ

ースは、どうしてもオーナーさんが、設備が古くなったときにテナントさんから少しでも

お金をとりたいという発想になっているのですけれども、先ほどお話ししたこちらですね。

このオーストラリアを初めとして、海外のグリーンリースは、実は本当はテナント主導の

ことのほうが多い。テナントさんがより快適な環境に入りたいとか、省エネ性能なども含

めて、いいビルに入りたいので、オーナーさんに最低限このぐらいのことはやってよとい

うような発想から入ることがむしろ多いのです。その辺のようなことも、海外の先進事例

みたいなことでは一部入れてもいいのではないかと思います。 

  清宮委員、お願いします。 

○清宮委員 今の堀江座長のお話で、ちょっと違うかなという気がするのは、海外の事例

は、日本と慣習が違い過ぎるような気がするのです。というのは、ベースが10年から20年

の長期契約であるという点と、トリプルネット契約のようにほとんどの費用をテナントが

負担するわけです。それが、日本の場合はほとんどの費用をオーナーが共益費として回収

して、オーナーが支出しているわけです。ところが、海外の事例は、ほとんどがテナント

の支出なのです。だから、テナントにとってみれば、そういうことをやることによって自

分たちがもろにメリットを得られるからこそ、テナント主導になるわけですね。もちろん

日本のテナントさんはそのようなことを知らない人が大半なので、事例としては、テナン

トが言っていますよというのを、あえて承知のミスリードをしようというのならば、それ

はそれで一つの方法論ではあると思います。日本と同じだと思ったら大間違いですから。 

 ついこの間、ロンドンのマーケットの話を聞いてきましたけれども、ロンドンなどはも

っといいのですから。オーナー万々歳の不動産事業ですからね。修繕から改修まで、全て

の費用はテナント負担ですから。賃料だけオーナーは受け取れる。いわゆる貴族制度の残

りだとおっしゃっていましたけれどもね。貴族は全てもらえる、一切お金は出さない、そ

れで５年ごとに賃料は上がる、下がることはない、そういうマーケットであるということ

をちょっと聞いてきました。それは別段として、何しろ海外はいろいろな不動産慣習が違

うので、それがそのまま日本には当てはまらない。だから、賃料が上がると言っているけ

れども、本当は設備を改修してもほとんど賃料は上がっていないと思いますよ。逆に言え

ば、賃料を維持するために改修しているというのが実態に近い。どうしても、日本の賃料

は、はっきり言って相場賃料ですよ。だから、いかに経営をよくしたり設備を改修したり

して、テナントさんの満足度を上げたから、さあ、賃料を上げさせてくれと言ったら、途

端に満足度は落ちるのです。それが日本の不動産かなという気がします。だから、そうい

う意味で、海外事例をうまくというのは使いづらいのではないかという気がします。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

○新井 清宮委員に確認したいことがあります。チェックリストは、オーナーさんも何も

きっかけもなくやることは難しいので、ステップを踏んでやってもらいたいなという思い

でつくってはいるのですけれども。 

○清宮委員 理論はわかります。 
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○新井 そうすると、こういうものでないとすると、どういうものが考え得るかなと。 

○清宮委員 私は前から言っているように、第三者を使うしかないのではないかと思って

いるのです。中小ビルで省エネ化を進めるというのは、私は２つのルートがあると思うの

です。１つ目は、前から言っていますけれども、マーケットをつくること。要は、省エネ

ビルでないとテナントは来ないよというマーケットをつくる。それがBELSであり、東京都

のこの低炭素表示マークであると思うのです。東京都さん自身も、新しいビルに部局等が

移動する場合には、大いに宣伝すべきなのです。東京都のA3のビルに入る。A2以下のビル

には東京都は入りませんというのを、プレス発表をどんどんしておくべきだと思う。つま

り、官公庁のテナントさんを入れたければ、省エネを進めなければビルとしては入ってく

れないよというマーケットをつくることだと思うのです。これに影響されて、今度は大手

のテナントさんが入居する場合が、イコールになってくるということ。つまり、大手や官

公庁は、はっきり言えば我々中小からしたらマルＡのテナントなのです。優良テナント。

何の与信も必要ないようなテナントさんが入ってくださるためには、省エネビルでなけれ

ばだめなのだというマーケットをつくることが、まず一つの入り口なのです。 

 もう一つの手順は、プロの第三者を介在させることなのです。プロの第三者は何かとい

ったら、はっきり言えば、メーカーの人であり、サブコン、ゼネコンの人間であり、ビル

管、ビルメンさんでありなのです。こういう人たちが省エネの機材を売り込むツールとし

て、このグリーンリースという制度をうまく利用していくというように持っていくことな

のです。この人たちは逆にプロだから、このぐらいのチェックリストは、逆に言えば、や

って当然なのです。これをちゃんと聞きながら、ターゲットのオーナーをどう説得するか

というためのツールとしてこれらを利用したいと言えば、大喜びです。彼らは別につくら

ないで済むわけですから。それで、私はターゲットをはっきりしたほうがいいのではない

かと。本当に中小ビルオーナーさんというのは、すごく優秀と思っていただけるのは大変

うれしいことなのですけれども、実態は私はかなり違うと思います。だから、そこ向けに

資料を何十万部つくっても、余り生きない。それだったら、ターゲットをはっきりさせた、

プロである仲介者を育てていくこと。それから、ぜひBELS等のああいうものを、もっとプ

レスを利用してマーケットをつくっていくことも並行で進めるべきだと。マーケットが動

けばビルオーナーは動くのですから。そういう感じがします。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

○鯉川委員 実際にグリーンリース契約してもらった経験を基に話しますと、１年間に電

気代がどれだけ安くなるか。その安くなった分をテナントのメリットの部分と家主さんの

工事費を還元するということで、還元があるわけですね。それで、還元方法は幾つか種類

がある。それをテナントに納得してもらうという資料になればいいと思います。 

○新井 ありがとうございます。 

○鯉川委員 あと、私も事例をもとにモデルケースがいいかなと思って聞いていまして、

当初ありました空調だけかえたケース、照明をかえたケース、空調と照明の両方かえたケ

ース、これのモデルケースがあるとわかりやすいかなと。具体的に、恐らく中小ビルです

から、ワンフロア300平米、10階建て、貸し床3,000平米。これで調査費幾ら、工事費幾ら、

エネルギーが改修前と改修後でどれぐらい差が出て、例えば５年だと還元率がどれぐらい、

還元方法は３種類みたいなモデルケースがあると、その数字のほうがわかりやすいかなと
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思うのです。 

 チェックリストは清宮委員がおっしゃるように、業者のほうかなと。改修をやるかやら

ないかということなので、補助金があるかないかではないと思うのです。それで、そのモ

デルケースに対して、たまたま今補助金があるので、今やったほうがいいですよと。あと

は時期の問題かなと思います。ですから、実際に幾らかかって、どれぐらい改修できるの

かがぱっと見てわかれば、どうでしょうか、家主さん。壊れたときにやるというのではな

く。 

○清宮委員 どうでしょうね。ただ、テナントさんから言われれば、何しろ弱いのです。

だけれども、業者さんから言われたら眉唾だと思うのが、大勢かなと。そううまい話に乗

らないよというのが、大勢かなという気がします。テナントさんがこういうものを持って

きて、オーナーさん、やりましょうと言われたら、これは真面目に考えなければいけない

という思いにはなると思いますけれどもね。 

○鯉川委員 一番いいのは、空室ががらがらあいているときがいいのですけれどもね。ど

うしたら決まるかというね。結構私たち、聞かれるのです。鯉川さん、どうしたらテナン

トが埋まるかなと。 

○清宮委員 だから、そういうときは仲介さん頼りなのですから。 

○鯉川委員 そういうときには、結果的にはなぜ金額かというと、賃料とのバランスで工

事をしたら、賃料をどれぐらい上げなければいけないかとか、そういう話に結果的になっ

てくるので、そういう意味で工事費が出ることによって、あとは貸し床面積3,000平米で割

れば、平米単価が出てくる。ビルの規模、工事費の金額、還元、その辺が事例からモデル

ケースがつくれればわかりやすいかなと思います。 

○堀江座長 本当の実例のケースで、割と理想的なものがあればそれがいいと思うのです

けれども、なければそういうモデルケース化したほうがいいかなという御意見だったと思

います。 

○鯉川委員 16件ありますからね。どれかは当てはまるのではないかと思います。 

○堀江座長 伊藤委員、お願いします。 

○伊藤委員  今、議論にありましたような、例えば話の進め方から、オーナーさんから

こういう持ちかけ方もあるし、テナントさんからこういう持ちかけ方もあるというのも入

ってくるでしょう。あるいは、手順ですから、いろいろ細かい項目も出るのでしょうけれ

ども、この中で御自身でやる場合にはここまでとか、あるいはここの部分は誰かに委託す

ることもできますというようなところもそこに含まれるでしょう。あとは事例で選んでい

ただくというよりも、確かに今も議論にありましたようなパターン分けをしていくという

ことで、例えば改修のパターンについても照明、空調、それを組み合わせたものなどいろ

いろな改修のパターンがありますし、契約についてもこういうケースにはこういう条項と

いう示し方がわかりやすいと思うでしょうというようなことで、そういうまとめ方がよろ

しいのではないか。そういう意味では、ここの手順的なところがメーンで、事例のほうは

副次的に参考で示すか、あるいは手順の中にパターン分けして含めてしまうかというまと

め方がよろしいかと思いました。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 清宮委員、お願いします。 
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○清宮委員 そういう意味では、導入部分の内容ということで考えますと、要は、対象を

オーナーに絞るのであれば、いつ設備を改修しなければいけないかということを聞いてい

くべきだという気がするのです。すごろくではないのですけれども、テナントさんがもう

入ってくれない、空室率が高くなっているとか、あるいは、設備の故障で修理費の負担が

多いとか、テナントからのクレームが多いとか、いわゆるそういう事例ですね。設備を改

修しなければいけないなと思わざるを得ない事例を聞かれたほうが、ぴんとくるわけです。

うちはこれに該当するねと。これに該当したら、改修すればいいのはわかっているのだけ

れども、次は資金の余裕がある、資金の余裕がない。資金の余裕がないからやらないのだ

ったら、では、これをどうすればいいかといったら、融資を受ける、あるいはこういうグ

リーンリースの方法がある、あるいはESCOのスキームがあるとかというような形ですごろ

く式に進んでいったほうが読みやすいかなと。結果的にグリーンリースにうまく誘導する

ような、その誘導のルートがいいのかなという気がするのです。 

 私はどうしてもテナントさんと分けるべきだと。テナントとオーナーを一緒くたんでや

るのは無理があると思うのです。お互い利益相反しているわけだから、その利益相反して

いる部分を薄めるとわけがわからなくなってしまうし、わけがわからなくなるということ

は、余りメリットを感じないという話になるわけです。それよりは、オーナーさん向けは

こちら、テナントさん向けはこちらではっきりと分けたほうが、リーフレットがつくりや

すいような気がするのです。あえて言えば、このチェックリストみたいなものはプロ向け、

仲介でやってくれる人たち向けと。 

 実際には、そこが一番動くような気がするのです。そこが動いたときに、その動いたメ

リットをどう出すかなのです。それが、導入事前調査費用というところの補助金だと私は

見ているのですけれどもね。ですから、仲介の方々の場合には、それでオーナーさんを説

得して、やらせて、入居すれば仲介手数料という形で回収できるのです。ところが、コン

サルティングの人は方法がないのです。単にコンサルティングしてあげて、こういうもの

をやりましょうよ、テナントさんと交渉してあげるよと。そういうことは全部やっても、

自分のところには何も報酬がない。ここを何とか埋めてやらないと、いわゆる汗をかく人

があらわれない。だから、オーナーは正直言って、本当は自分で勉強してやれば、もうけ

も大きくなるわけだけれども、残念ながら、どうも不動産オーナーというのは余り小さな

お金は興味がないのです。何千万単位のものを動かしている人たちなので、正直言って、

何十万単位のことには興味がないのです。何十万もうかるからって、汗をかこうとは思わ

ない。 

 そういう人たちを動かすと考えると、私は明確に汗をかく人にも調査費用という形でメ

リットがあるのだということを、もうちょっとPRするという意味で考えると、私は３本必

要な気がするのです。オーナー向け。オーナー向けは簡単に本当にオーナーにとってのメ

リットは何。それから、テナント向け。テナントもそんなにプロではないので、テナント

さんにとってのメリットは何でいいのです。それで、本来この間にいる仲介で、一番汗を

かく人たちのところの契約書のつくり方であったりとか、導入の手順であったりとかとい

うのは、逆にその人たちだと思うのです。だから、この間のセミナーのときだって、実際

にやったオーナーさんは何も知らないではないですか。全てビル管理会社さんがやりまし

たという、ビル管理会社さんの名前を20回ぐらい言っていましたものね。でも、私はあれ
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が実態だと思います。だから、そこをきちんと切り分けた導入資料を用意したほうがいい

と思います。せっかくつくってきたものを台無しにするようなことばかり言って申しわけ

ないのですけれども、そのような気がします。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 内田委員、お願いします。 

○内田委員 まさに清宮さんがおっしゃったとおりだと思うのです。完全に分けてしまう

かどうかというのはつくり方としてはあると思うのですけれども、例えばオーナーさん向

けというのは本当に必要最低限にしておいて、管理会社さん向けにこのような資料をつく

っているから、それを読んで提案しろと言えばやってくれますみたいな感じでもいいよう

な気がするのです。テナントさん向けも、具体的に金額の入ったものがいいのか、あるい

はもうちょっとイメージで、グリーンリース料とは別に光熱費が一緒になっていて、テナ

ントさんの御負担がこうなりますぐらいでもいいのかもしれない。金額を入れることによ

って、逆に金額を書かないと渡せないような形になってしまうと、使い道が限られてしま

うので、渡すタイミングなども考えながら、どこまで具体化したものがいいのかを考える

と、相手を限定することでつくりやすくなる部分もあると思うので、そういう御検討をい

ただけるといいのかなと、私も思いました。 

○堀江座長 各資料について、少なくとも最後のものはテナント向けということははっき

りしているので、分けやすいと思うのです。そもそもの手引を、オーナーさん向け、多分

基本的にはそうなのでしょうね。そのうち、チェックリストのところは、そこだけを分け

て、まさにビルメンさんとか、そういうプロの方に渡して提案させるための資料とか、そ

のような形で、構成をそんなに変えなくても、そのように使ってくださいという形でもで

きるのかなという気もしますし、皆様の御意見を反映した形で今後進めていければと思い

ます。 

 時間が多少超過しておりますので、最後にお一方、お二方、これだけは言っておきたい

みたいなことがあれば、お話しいただければと思います。 

 清宮委員、お願いします。 

○清宮委員 台無しにしたみたいな発言ばかりしたので、最後に言いわけをしますけれど

も、導入部分が、実はオーナー向けなのです。チェックリストが業者向けなのです。一番

最後がテナント向けなのです。そのように目的をはっきりさせれば、もうちょっと書きや

すいと思います。ということで、言いわけをさせてください。 

○新井 ありがとうございます。 

○鯉川委員 でも、テナント向けはほぼほぼこのイメージでいいと思いますよ。 

○新井 ありがとうございます。 

○堀江座長 金子委員、お願いします。 

○金子委員 細かいところで言い忘れていたのですが、テナント向け案内には、一定期間

が過ぎたら光熱費の削減は丸々テナントさんにいくという重要なアピールを加えておいて

ください。 

○新井 そうですね。 

○堀江座長 グリーンリース料は最初の数年ですということですね。おっしゃるとおりで

すね。 
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○鯉川委員 そこで何か一ひねり欲しいですね。運用のグリーンリースは継続していくと

いう。改修はこれで終わるのですけれども、何となくそのまま終わってしまうと、運用の

グリーンリースはなくていいのかみたいになるので、もう一ひねりしたいところですね。 

○吉田委員 設備のグリーンリースの場合には、今回は補助金のケースですけれども、補

助金がない場合は長期にわたったりしますので、なかなか期間の説明も難しいですね。書

くのがいいのか、そこら辺はどうするのか。 

○金子委員 ただ、未来永劫とられるような感じはちょっとミスリードするかなと。 

○鯉川委員 工事費の回収が終われば、一旦これはもう終わるということになって。 

○吉田委員 そこら辺と組み合わせて書く必要があるかもしれないですね。 

○堀江座長 よろしいでしょうか。 

 では、本当にまさに議論は尽きないところでございますが、時間を超過してしまいまし

たので、本日はここまでとさせていただければと思います。 


