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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３月13日（月）13時15分～17時 

場所：都庁第二本庁舎10階209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３報告事項の説明） 

○堀江座長 御説明どうもありがとうございました。 

 では、今の報告事項の御説明につきまして、御質問がございましたら、どなたでも結構

ですのでお願いいたします。 

 どうぞ。 

○清宮委員 スライド５ですけれども、グリーンリース普及促進事業の中で助成対象事業

は、設備改修後のベンチマーク評価がA2以上の見込みというのは、従来ですとワンランク

上げなければいけないとかという何かがあったような気がしたのですけれども、これは単

純に今既にA2であれば、別に導入したからそれがA3にならなくてもいいという理解でよろ

しいのですか。 

○田部井 A2以上の場合は、レンジでA2マイナスとかA2プラスとかあるのですけれども、

それが１レンジ上がればオーケーです。 

○清宮委員 やはりレンジは上がられなければいけないわけですね。 

○田部井 はい。 

○清宮委員 わかりました。 

○宮田 そういう意味では、１レンジ分ぐらいは少なくても上がるだろうと。ただ、前進

はしてもらうというようなことで。大きな２とか３という形ではなくて、小さくても今回

はグリーンリースをしっかりやってもらうというほうに主眼を置いていますので、そちら

についてもLEDとかは一定以上の水準にありますので、それ以上のことについては公表して

くださいというところで、今までの補助事業よりは光の当て方を変えている。 

○清宮委員 だから、ワンランクでも上がればいいということなのですね。 

○宮田 そうですね。 

○新井 １レンジ５％にしておりますので、５％の向上が図れれば、A2以上の省エネビル

についてはオーケーですということでハードルはかなり下がるものと考えております。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 ほかに御質問はございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○伊藤委員 スライド13ページで、「予定件数の拡大」で15件から50件とあるのですけれ

ども、15件というのは今年度の件数ですか。 

○田部井 15件は、３年間で６億円のときの件数になります。 

○宮田 １件当たりの上限額を4,000万としておりますので、仮に最大4,000万のもので15

件ということで規模が６億円という現在の予算額になっております。 

○伊藤委員 今年度を含む３年度で15件というのが今の予定件数で、それが今度、来年度

を含むそれ以降３年度で50件の予定ということですか。 



2 

 

○田部井 さようでございます。 

○伊藤委員 わかりました。 

○堀江座長 私からも関連で１つ御質問なのですけれども、最後の共用部のLED化をする場

合に補助上乗せとあるのですけれども、具体的にはどんな形で上乗せされるのでしょうか。 

○田部井 今回のグリーンリース契約自体は専用部に関係するところが中心ですけれども、

都としてもLED化の推進を図りたいというところから、あわせて設備改修をするときに共用

部についても照明のLED化をした場合に、今、上限が4,000万円となっているところを一部

上乗せしますというスキームで考えております。 

○堀江座長 4,000万円を超えることもあり得るということなのですね。 

○田部井 はい。 

○宮田 目的としましては、グリーンリースというのは、基本的には共用部ではなくて専

用部の取り組みでありますので、あわせて共用部のほうについてもしっかりと改修のほう

に盛り込んでいただきたい。LEDのほうを盛り込んでいただければ、一定程度それに盛り込

んでいただいた部分について増額を認めましょうということで、一応来年度の事業拡大と

いうことで、件数と内容について拡充するということで今のところ進めております。 

○清宮委員 共用部は、基本的に削減したエネルギーコストはそっくり我々オーナーサイ

ドが手にすることができるので、そんなに悩ましくないのですね。やはり悩ましいのは専

用部の話であって、補助金がふえる分には別に文句はないのですけれども、ただ、何かち

ょっと腑に落ちないかなと。 

○宮田 ですので、我々、一体的に取り組んで、さらに省エネに取り組んでいただきたい

ということと、グリーンリース自体が難しいので、共用部に光を当てることにより増額し

ているのであれば、さらにグリーンリースのほうも本気度を上げてもらおうかというふう

になれるかなと。 

○清宮委員 わかりました。 

○堀江座長 あめとむちのあめのような位置づけということ。 

○宮田 まあ、そうです。 

○髙橋委員 ５ページの補助制度なのですが、申請件数が多かった場合に、審査というか

採択の優先順位の判断というのはどういうふうな形でなされるのでしょうか。 

○新井 本件につきましては、申請件数を問わず、補助を受け付けた段階でクール・ネッ

ト東京で書類の第１次審査を行いまして、それは最低条件をクリアしているかどうか、補

助の申請条件をクリアしているか、そういった内容につきまして、今度は２次審査的なこ

とで審査会を開催いたしまして、その審査会の中でどの案件がいいのかという優劣をつけ

るというところまでを審査会のほうで行います。最終的には東京都のほうでどういった事

業所を交付対象とするかというのを審査会の開催した結果に基づいて交付決定をいたす、

そういったような順番で審査の案件を採択してございます。 

○髙橋委員 そこの優劣の考え方は、何かルールというか基準みたいなものはまだ明確に

なっていないのですか。 

○宮田 公募要項に書いている内容を少し御案内してもらうとイメージが湧くと思うので

すが。 

○新井 募集の細かな内部的な話というのではなくて、一般的にこちらの内容については
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公表しておりまして、それにつきましては、まず、建物に占めるグリーンリースを契約し

たテナントのどれだけの面積の割合をグリーンリースで契約しているかとか、また、どれ

くらいのテナント数で契約を行ったかとか、また、設備改修、運用改善に関するグリーン

リースのどういった契約になっているか、その実現性も含めた契約内容、その他改修の内

容とか、グリーンリースの算定の方法がちゃんとされているかどうかといったことも評価

の内容にはなってございます。それと、エネルギー効果がどれだけ出ているかといったよ

うな、そういったものを総合的に判断した上で審査会のほうで審議を行った、そういった

ことになってございます。 

○髙橋委員 ありがとうございます。 

○宮田 ４番目のスライドを。こちらはグリーンリースの普及促進事業の概要・目的、ス

キームというふうになっておりますけれども、この事業は助成するのが目的ではなくて、

一番下にスキーム図がありますけれども、助成事業を通じて我々のほうで事例収集をさせ

ていただいて、グリーンリースで何をすべきかということについて補助事業の中からノウ

ハウ等を情報収集するというふうになっております。これは、将来的には手引ということ

でテナントビルのオーナー、関係者等に情報提供させていただくというふうになっており

ますので、グリーンリースについての我々として収集したい中身について、今、御案内さ

せていただいた公募をするときの要項のほうに、グリーンリースというのは具体的にこう

いうことについてしっかりとしていただいたほうが、要は採択の可能性がありますよとい

うことで御案内をさせていただいております。 

 しっかりと書類を提出していただいて、我々のほうで審査をした上で、よりいいものに

ついて助成をしていくということになっております。たくさん募集があった場合について

は順番をつけた上で、いいものから採択していくという流れになっております。 

○堀江座長 どうぞ。 

○清宮委員 ６ページの助成内容の比較の中の「対象者」のところで、基本的には中小企

業者等が対象者ですが、「ESCO事業者又はリース事業者との共同申請可」ということにな

っているのですけれども、このESCO事業者というのは、例えばESCO協議会に加盟している

とかそういう条件があるということでしょうか。 

○田部井 東京都でビジネス事業者の登録制度というのをやっておりまして、ビジネス事

業者に登録しているESCO事業者というのが条件になっております。 

○清宮委員 ビジネス登録ですか。 

○田部井 はい。 

○清宮委員 この質問をした趣旨は、ことし４月から具体的にエコチューニング事業者と

いうのも環境改善活動のプレーヤーとして誕生すると思うのです。そのエコチューニング

事業者は、では、共同申請の対象ではないのかということとか、あるいは、ビル管理会社

です。実際に建物の中で省エネ活動を推進しているというのは、特に資格が必要なワーク

ではないのですね。知識と技術力があれば、はっきり言えば誰でもできることなのですね。

そういう意味で、ビル管理会社というのは、ある意味ではビル業界で、我々オーナーにし

てみれば一番頼りにしているパートナーなのですけれども、そのビル管理会社は共同申請

をできないのかとか、その辺のところをもうちょっと深く検討していただいたほうがいい

のかと。 
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 少なくとも環境省さんのほうがやっている事業で、環境省さん自身が進めているエコチ

ューニングが入っていないというのも変だなという気がしますし、そういう意味では、次

年度に向かって、もうちょっとこの辺の文言を御検討いただければと思います。文言とい

うか、共同申請の範囲を広げてもらったほうがより浸透しやすいのではないかと思います。 

○新井 １つつけ加えさせていただきますと、ESCO事業者の共同申請というところにつき

ましては、共同申請をいただければ、直接ESCO事業者のほうの口座に補助金を振り込むこ

ともできるということになるメリットがございます。 

 また、リース事業者との共同申請ということであれば、リース事業なので５年とかそう

いった何年間に分割してリース料として機器の設備代などを払っていくということになり

ます。 

 基本的にこういった公の補助金を一般の事業者様に交付する場合につきましては、まだ

事業者が外に支払い済みでない資金というものについて一括で公共の自治体が払うという

ことは、中には不正ということも出てきた場合に余計にお金を渡してしまうといったリス

クがございますが、リース事業と共同申請ということであれば、リース事業者には今後契

約上払いますよ、リース事業者は、実際メーカーから設備を仕入れてきて、それをオーナ

ーサイドのビルに納品している。そういった、物もお金も動きがはっきりしてございます

ので、そういった２つの面で見て共同申請というものを認めてございます。 

 ビル管理会社さんというのも、確かにビルの省エネとかグリーンリースをやっていくと

きには非常にステークホルダーとして台頭して、実際に申請してくるビルも、多分そうい

った業者さんの知識を得ながら申請してきてくれるオーナーさんもいらっしゃるとは思う

のですけれども、共同申請というところのメリットを生み出すときに、資金の振り込みと

か流れ的なところでメリットがビル管理会社さんなどに生じるようであれば、確かに共同

申請などというのも検討していって、より申請しやすい補助金にしていくという考え方は

あるのかと思ってございます。 

 以上でございます。 

○清宮委員 ということは、お金の流れをメーンで考えてこれが入っているということで

すか。 

○新井 そうです。口座とか、そういった補助金の公正な支出という面で、この２つにつ

きましては不正にお金が外にというリスクはほぼないであろう。また、申請するときにこ

ういった方々と共同で申請するということで、表に利害関係なども見える化をして申請い

ただくことでそういったリスクも軽減しましょう、そのように考えてございます。 

○清宮委員 私が申し上げている趣旨はちょっと違って、別にお金は後払いでも構わない

のです。問題は、グリーンリースということをきちんとテナントさんと話し合っていくと

いうスキームの中で、具体的に動けるプレーヤーというのはビル管理会社のビルメンとか

に限られてくる。はっきり言って、リース事業者だって余り当てにできないですね。この

人たちは、はっきり言えばお金の貸し借りの金融会社ですから、ここの人たちがテナント

と細かい契約を詰めていってくれるのかといったら、詰めてくれないですよ。 

 だから、やはりそういう意味では、間に仲介に立ってくれるという意味で考えていくと、

ビルメンさんが我々オーナーにしてみれば一番近しい存在なのですね。お金のことは別に

後払いでも構わないですから、具体的にグリーンリースをなそうというのであれば、ビル
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管理会社の力というのは侮れないというよりも、非常に頼りになる存在なのではないかと

いうふうに思います。 

 そういう意味で申し上げました。もうちょっと共同申請というのをね。共同申請という

のは、はっきり言えば、我々オーナーからすると手続をやってくれということなのですよ。

オーナーがみずから書類にいろいろなことを書くとなると非常に壁が高くなってしまう。

特に中小ビルのオーナーというのはですね。 

○伊藤委員 今の御指摘からすると、代理人という考え方があるのでしょうか。 

○新井 代理人という手続については設けてございませんので、実態とするとそういった

代理としてビルに一番詳しい方というとビルメンさんとかそういった御指摘についてはま

た考えていければと思っております。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 環境省さんの補助金のときにも、まさに東京都さんでセミナーをやったときに、ビルメ

ンさんとかPMさんも話をされたと思うのです。ですから、そんな形で実際にビルの運営に

かかわっていらっしゃる方が申請に何らかかかわられるとより便利というのはそのとおり

だと思いますので、次年度以降ということで御検討できる範囲で御検討いただければと思

います。 

 髙橋さん。 

○髙橋委員 もう１点質問なのですけれども、対象を中小テナントビルとするのは、それ

を削減義務のビル以外という意味ではわかるのですけれども、対象の事業者が中小企業と

いうふうに限定されるのはどういう意図からなのでしょうか。 

○新井 こちらにつきましては、中小規模事業者対策の補助事業は中小クレジットを創出

するキャップ・アンド・トレード制度で使えるクレジット創出事業なども過去やってござ

いますけれども、そういったときから大企業につきましては、自社のビルやテナントビル

につきましても改修をしてテナントを呼び込もうというような余力というか、資金面での

余裕も中小企業よりも持っていて、こういったビル対策をする中では大企業よりも体力的

になかなか厳しい部分がある中小企業を中心に補助事業をやっていこうというような趣旨

で、中小企業を中心に、原則大企業の経営的な資本金などが大きく入っていないような中

小企業というのをメーンのターゲットにして展開しているといったところでございます。 

○堀江座長 どうぞ。 

○鯉川委員 その続きで、前回、中小ビルオーナーの定義のところで個人ビルで土地信託

のビルはどうするかという話があったのですけれども、あれも次年度はどうするかという

のを広げていただけるようでしたら広げられるといいなと思っています。 

○堀江座長 信託かどうかはともかくとして、たしか個人事業者も対象になっているとい

うことだったと理解していますけれども、それでよろしかったですか。 

○新井 はい。 

○堀江座長 では、報告事項についてほかにございますか。よろしいですか。 
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（事務局より資料３協議事項の説明） 

○堀江座長 どうもありがとうございます。 

 皆様にお聞きする前に、恐らく全員が知りたいことということで二、三御確認なのです

けれども、まず、「グリーンリース実践の手引き」ですが、これからつくっていくという

ことだと思うのですけれども、この完成時期のイメージは、例えば来年度（平成29年度）、

１年後ぐらいなのかとか、そのあたりはいかがでしょうか。 

○宮田 完成は少し時間がかかるかというふうに思っています。ただ、来年から今年度助

成をすることになる案件から一定程度の情報が入手できる。もしくは、実際グリーンリー

スをやられているというようなことで今までもヒアリングをさせていただいていますので、

そういった内容を収集する形で来年度中には、まずは初版となりますか、まず第一歩は来

年度中には踏み出したいというふうに思っております。 

 この後、またたくさんの方に助成事業を使っていただいて多くの情報収集ができますの

で、そうしますとその後３か年、助成事業がありますので、その助成事業の後にも報告い

ただくということであるので、その後は数年かけてこちらについてはしっかりといいもの

をつくっていきたいというふうに考えております。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 １年後ぐらいにある程度の仮成果物みたいなものがありながら、最終成果物は平成30年

度までがこの事業の期間なので、それが終わってからしっかりしたいいものをつくってい

くということですね。 

○宮田 そうです。そういう意味では、来年から何らかの形で出したいというふうに思っ

ているので、また皆様のほうからも御意見をいただいて、来年度につくっていきたいと思

うのですけれども、ただ、データとか情報というものは、どうしてもある一定程度時間が

かかるので、少し時間をかけながらいいものを完成させていきたいと思っています。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 あともう１点、国の「グリーンリース・ガイド」と比べたときに、同じ内容だと思うの

ですけれども、「改修を伴うグリーンリース」と呼んでいたものを「設備改修のグリーン

リース」というふうに言葉を若干言いかえられていると思うのですけれども、もちろんこ

の言葉のほうがよければ、パートナーの皆様の御意見も後でお聞きして変えてもいいと思

うのですけれども、必要がなければ変えるとまた「改修を伴うグリーンリース」と「設備

改修のグリーンリース」とどう違うのだみたいな余計な話も出てきかねないかなという懸

念も若干あるので、もしこの言葉を変えられたところの意味が何かあれば、そこを御説明

いただいてよろしいでしょうか。 

○田部井 あえて明確に国と分けたという意味ではないのですけれども、我々都側とかク

ール・ネット東京側で運用改善とか設備改修という言葉を使っているのと、あと、補助金

の募集のときに「設備改修のグリーンリース」という呼び方をしているので、それに合わ

せて都の手引は言葉を置いています。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 それでは、あとは皆様から御自由に御質問、御意見をいただければと思うのですが、で

きましたら手引の内容のところをまず中心にということで、全体のPRのことも結構なので

すけれども、手引の内容、そもそも大枠としてこういう内容でいいのかとか、あるいは、
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細かいチェックリストにはこういう項目も入れたらいいのではないかとか、いろいろなレ

ベルのお話で結構ですので御自由に御意見をいただければと思います。 

○清宮委員 まず、この「グリーンリース実践の手引き」の対象をどうするのかというの

はある程度はっきりしておくべきだと思うのです。今、御説明があったものをお聞きして

いると、オーナーを対象に考えているのかなという漠然とした受け取り方をしましたけれ

ども、実は大事なのはテナント向けだと思っているのです。正直、中小ビルが対象ですか

ら、私は中小ビルの立場を代表していますので、中小ビルオーナーの感覚から申し上げる

と、余り厚い資料はまず読まないと思います。中小ビルオーナーというのは非常に面倒く

さがりの方が多いです。ですから、はっきり言えば、ほとんど他人任せでビルを持ってい

らっしゃる方が多いと言っても過言ではないと思いますから、ですからそういう意味で考

えますと、ビルオーナーを対象にして考えても余り意味がないのではないか、普及しない

のではないか。それよりは、一番大変なのはテナントさんが理解してくれないと成立しな

いのです。これは相対契約ですから、基本的にオーナー側がいくら熱心に働きかけたとこ

ろで、テナントさん側にとってどういうメリットがあるのかということをきちんとテナン

トさんのほうに説明できなければいけない。となると、やはり言葉と同時に、実は都から

こういうテナントさん向けのガイドがあるのですよということをお示しできたほうがより

話が進みやすいのかという意味では、ガイドではなくてリーフレットでもいいのです。要

は、それが早いほうがいいいと思っています。 

 先ほどの宮田課長の30年までにということですと予算が終わってしまうので、そういう

意味ではもっと早目に１枚でもいいですからテナントさんに配れるようなもの。要は、「グ

リーンリースをやりましょうよ」と言いに行って、「これを見てください」と渡せるよう

なものがまず先に欲しいなという気がしております。 

 あともう一つは、やはりオーナーサイドで言えば、Q&Aのほうが大事かなと思っているの

です。いわゆる、グリーンリースをやるというのでいろいろな疑問があるのです。１つ代

表的な疑問で言えば、テナントサイドからすれば賃貸借契約期間を超えるリース契約とは

どうなのか、グリーンリース契約というのはどうなるのか。要は、そちらに縛られてしま

って賃貸借契約が解除できなくなるのではないかというような問題があるし、それから、

もちろんグリーンリース契約自体についても解除条件というのは非常に心配なのです。要

は、途中解約というのはできるのか、できないのかという問題です。では、したときに、

せっかく契約を結んでいて改修できると見込んだのに途中で解約されてしまったら回収で

きなくなってしまったというようなことも、当然今度はオーナーサイドが懸念するわけで

す。 

 だから、そういったいろいろな疑問がグリーンリースを結ぶことに対してあるはずなの

で、契約のひな形や何かというのはある意味で国のガイドラインの中にあるのですね。か

つ、この契約は、正直言えば、プロが入ってやっていかないと多分できないと思います。

契約自体が非常にいろいろありますので、ガイドラインで表現し切れる問題ではないと思

うのです。ですから、そういう意味では契約のひな形云々がそれほど大事というよりも、

あらゆる疑問に対してQ&Aという形で、こういうことに対してはこういうふうに考えましょ

うというような形のものがより重要なのかなというふうに私はイメージしていました。 

○堀江座長 どうもありがとうございます。 



8 

 

 大きく２点の御意見ということだったと思うのですけれども、１点目が、これはこのパ

ートナーシップでもほぼ毎回のように出てくるのです。オーナーさんには、まさに補助金、

助成金もあるわけですし、いろいろ改修のインセンティブというのは何らかあります。一

方、テナントさんのインセンティブというのがないので、ここをどうしましょうかという

中で、あるいはグリーンリースの手引書の中の話もあるでしょうし、テナントを褒める制

度をつくったらどうだみたいな話もいろいろあったと思います。そういうところも含めて

検討できればというところが１点目ですね。 

 リーフレットなんていうお話もありましたけれども、国のほうでも御存じのとおり、ガ

イドとリーフレットをつくったということなので、なかなかテナント向けで手引をつくる

となると時間がかかるかもしれないのですけれども、おっしゃるとおり、テナント向けの

リーフレットだけ先につくるというのはアイデアとしてはありかもしれないという気はい

たします。 

 それから、２点目のQ&Aのところです。こちらについては、国のほうのガイドでもワーキ

ンググループに弁護士の先生に入っていただきましたので、それなりに整理したものがQ&A

に書いてあるのですけれども、その後も契約期間とかに関しては私もいろいろ御質問をい

ただいたりします。私は弁護士ではないので、そこは最終的な回答はできないわけなので

すけれども、多分実務上のポイントとしては、契約のところの期間とかを含めた文言、あ

るいは解除するときどうするかという話と、あとは、先ほど田部井さんからも御指摘のあ

った削減効果の算定とか、グリーンリース料の設定をどうするか、このあたりが中心にな

ると思うので、そのあたりは詳しい、全部詳しくしてしまうとまた何十ページになってし

まうので、ある程度焦点を絞って本当に知りたいところだけ詳しく書くという形でもいい

のかなという気はいたします。 

 皆さん、ほかにいかがでしょうか。 

 髙橋さん、先にどうぞ。 

○髙橋委員 この手引なのですが、清宮さんがおっしゃったこととかなり共通するのです

けれども、この手引は誰を対象にして、誰にどう動いてもらうのかというので、グリーン

リースでいうとビルオーナーさんがいて、テナントさんがいて、あとは工事業者であった

り、清宮さんがおっしゃるビルメン会社さん。あと、中小企業のオーナー以外ということ

でいうと、PMが絡んでくる物件も結構あると思うのです。そういった方々がどういう動機

づけでこのグリーンリースに取り組んでいこうというのか、その動機づけをある程度前提

にして、そこを動かす仕組みというのは必要だと思うのですが、何となくグリーンリース

というこういういいものがあって、こういうふうにやればいいのだよということが書いて

あっても、実態として動くのかなとちょっとひっかかっているところは正直あります。 

 恐らく、グリーンリースをやることによって一番メリットがあるのは工事業者、工事を

受注することができるという部分だと思うので、そこはいいのかなと思うのですが、あと

はオーナーさんもテナントさんが喜んでくれれば動くという部分はあると思うので、まさ

にテナントさんにグリーンリースの意味を周知していくというのは意味が大きいのかなと。 

 もう一つは、PMがグリーンリースの中では汗をかくメリットが多分ほとんどないのです。

一番大変な思いをするのですけれども、何もメリットがない。なので、これは想像なので

すけれども、恐らくPMは嫌だよということになってしまうのではないかという気はする。
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それぞれがどう動いていくのかというのがポイントになるのかという気がしています。 

 それと関連して、テナントのメリットということで言うと、例えばFLRがHFであったりLED

に変わると電気代が少し下がりますよと。でも、そんなに喜ぶほどの削減にはならないと

思うのです。そうなってくると、プラスアルファでタスク・アンド・アンビエント、要は、

LEDなりHFにして調光対応することによってベース照明の照度を落として、タスクライトを

入れれば相当省エネが図れる、電気代が削減できると思うのですが、そういった対応がで

きているビルというのはうれしいねと思うテナントさんも中にはいるのか。それがどれく

らいの割合かは今検討がつかないのですけれども、そういった意味では、タスク・アンド・

アンビエントの促進というのは一つポイントになってくるのかという気がしています。 

 そういう意味で、清宮さんがおっしゃったテナント向けのリーフレットという中にタス

ク・アンド・アンビエント、これぐらい省エネ、電気代の削減につながるよといったこと

をそういったもので伝えていくというのは意味があるのかと思います。 

 それから、関連して助成制度で事例を収集していこうという中で、やはりタスク・アン

ド・アンビエントを導入している事例というのをある程度集めていくことが必要だろう。

そういう中で、助成制度はこれからまだ制度設計が多少間に合うのであれば、タスク・ア

ンド・アンビエント対応とか、要は調光対応している改修に関しては加点項目的なものを

設けるといったことを入れてタスク・アンド・アンビエント対応を誘導していくといった

仕組みづくりというのをあわせてしていってもいいのかというふうに思います。 

○堀江座長 どうもありがとうございます。 

 前半はいろいろなステークホルダーがいるので誰を動かすという中で、特にPM会社さん

にはメリットがないのではないかという御指摘、後半はテナントのメリットという中で、

単なる省エネだけだと金額的にそんなに大きくならないので、タスク・アンド・アンビエ

ントも同時に推進したらいいのではないかという御意見だったと思うのですけれども、タ

スク・アンド・アンビエントの話は、省エネという観点だけではなくて、やはり個々人レ

ベルで照明の照度を最適化できるということで、最近よく言われている健康と福祉みたい

な観点からもプラスだと思いますので、これも御検討いただければいいのかなというふう

には思います。 

 後で、PMという言葉が出たので吉田さんの御意見も聞きたいとは思うのですけれども、

その前に村田さんから手が挙がっていましたので。 

○村田委員 先ほどお二方からもお話が出ていましたが、動機づけというのが一番大事な

のではないかと思います。中小ビルオーナーが対象ということですから、どんなメリット

があるのかということが一目瞭然でわからないと、多分読み飛ばすというか、ビルメン会

社とかに「読んでおいて」みたいな感じで終わってしまうのではないでしょうか。テナン

トには光熱費がこんなに安くなるとか、ビルオーナーにはテナント満足度がこんなに上が

るとか、リーシングがこんなに有利になるなど、想定値だとしても、ショッキングな数字

というか、目を引くような数字を入れてあげないと多分興味を持ってもらえないのではな

いでしょうか。 

 国交省のグリーンリースガイドラインなども、大手企業の方は結構皆さん内容を詳しく

読んでいて、実際に検討しているところもあるようですが、中小ビルオーナーで、まして

今ある程度うまくいっている人達は「やってみよう」というモチベーションは出てこない
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のではないでしょうか。今より何かを改善させてテナント満足度を上げていくというよう

なビルマネジメントをやっている方は別として、それ以外の方にも「ちょっとやってみよ

うかな」と思ってもらえる動機づけが一番大事なのではないかと思います。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 皆様と近い意見だと思うのですけれども、動機づけというところでテナントさんの目を

引くための工夫というのですか、そういうところも大事ではないかというようなお話です

かね。 

○村田委員 そうですね。テナントさんから「これ、ちょっとやってよ」と言われるのも

一つの動機づけだと思いますし、自分たち側も「空室が多くて困る。何か差別化できない

か」と考えて、やってみようというのも一つのきっかけだと思うのです。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 結構オーナー発動の話がどうしても中心になるのですけれども、グリーンリースの中に

は、きっかけとしてはテナントさんからこの設備をよくしたいみたいな話があって、それ

から結びつくみたいな話もあったりするので、やはりテナント主導とかということも頭の

中に入れながらつくっていくといいかなとは思います。 

○清宮委員 今の堀江座長の話にちょっと反論近くなるのですけれども、テナント主導で

なければだめですよ。ちょっと頭に置くぐらいの問題ではなくて、というのは、３年か４

年前に環境不動産懇談会でしたか、東大の野城さんが座長でやったやつがありますけれど

も、あれで一つの流れとして、要は市場に環境不動産が選ばれる流れをつくりなさいと。

あれはまさに新規、これからビルを探そうという人たちに対して環境不動産を選ぶ流れと

言っていますけれども、既存のビルにしてみればテナントから言われたら、オーナーとし

ては何とかしなければいけないと思うのですよ。 

○堀江座長 やらざるを得ないと。 

○清宮委員 そうなのですよ。だから、それでなければ出ていくとは言わないまでも、テ

ナントさんの要望はあるのだ、ニーズがあるというのがわかれば動くのです。 

 ところが、つい去年ビル協のほうでやった中小ビルのアンケート調査でも、要は必要性

を感じないというのが一番大きな意見なのです。要は、環境不動産にするための必要性を

感じていない。なぜかというと、テナントも何も言わない、満室で動いている、それなり

にテナントさんの満足度も高そうだ、「高い」ではないですよ、高そうだという認識のも

とに皆さんはやっていますから、特にビル協の会員さんとかは、大体空室率も５％以内ぐ

らいのところばかりなので、そういう危機感というのは生まれないのですよね。 

 ところが、ある意味でビル協に入るほどのオーナーさんたちなのでビル経営の意識は持

っているのです。要は、テナントからニーズとして出されたら、これは対応しなければい

けないという動きが生まれるので、やはりどちらかというと重きはオーナーサイド・事業

者サイドよりも、前からずっと言っていますけれども、テナントサイド・マーケットサイ

ドのほうに働きかけていくということがより重要ではないかと思います。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 「テナントを念頭に」ではなくて、そちらを中心に考えようという御意見です。 

 吉田さん、これまで。 

○吉田委員 タスク・アンド・アンビエントというお話が出ました。光環境の重要性とい
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うのが、今後オフィスの中で非常に高まっていくのではないかという印象を持っています。 

 空調なんかと並んでオフィスがどういう光の環境にあるかということがどれだけ知的生

産性であるとか、それから、先ほど堀江さんのお話にもありました健康と福祉みたいなこ

とにもつながっていくというようなことで、私どもが取り組ませていただいたグリーンリ

ースの実際の例でも、工事を行った結果として、例えば調光ができるとか、光の色・温度

が変えられるとかということで非常に快適になりましたと。それから、逆に調光して今ま

でより明るくしたような部分もあるとか、逆に光を落として使っているとか、そういうい

ろいろな使い分けが出て、従業員からも来られるお客さんからも評価が高くてよかったと

いうような結果が得られていまして、そういうことが今の清宮さんのお話ではないですけ

れども、テナントさんから、グリーンリースはちょっと横に置いて、どういう設備が必要

なのだということが求められることが改修の大きなきっかけになる。 

 清宮さんも時々事例に出されますけれども、昔、ビルマルとかが入ったころ、セントラ

ルからどんどんオーナーの費用で空調を変えたではないかとか、OA化が進んだときにフリ

ーアクセスフロアをどんどん入れたではないかというような同じような発想で進めていく。

そことグリーンリースをどういうふうに組み合わせるのか。やはり一番もとになるのは、

テナントが何を求めているのかということ。 

 ただ、どれぐらい喜ぶかということを、お金で考えてみたときに、こういったLED化で坪

当たりで節約できるかと考えたら、月額200円ぐらいなのです。半々で持ったとして100円・

100円。例えば賃料が２万円だとして、その200円ぐらいであれば、なかなか金額の割合と

してそこがどれだけ前面に出てくるのかということはすごく難しい。知的生産のコストと

考えたときに、よく１対９対90といって、給与が90だとしたら、賃料が９で電気代が１で

す。その電気代のうちの何％かが節約になるよということなので、そのウエートをどうや

ってバランスの中で考えていくのかということで、考え方によっては電気代が安くなると

いうこともインセンティブだということがありますけれども、冒頭に申し上げました、オ

フィス環境をどうやって高めるのかということが肝であれば、結果としてそこに電気代が

ついてくるというような、力関係をどちらに置くのかということに着目することが一つ重

要なことではないかというふうに思います。 

 私、特にPMを代表しているわけではないですけれども、一般的にオーナーさんがテナン

トさんとビルのいろいろな条件について打ち合わせするきっかけというのは、２年に一度

とかの賃料の改定、そういう改定のタイミングなのですね。そういったときにビルの周辺

の相場がどうかということもありますけれども、ビルの管理運営がどうなのかとか、どう

いう要望があるのか、どういう不満があるのか、それにどう応えていくのかということを

考えて、次の２年間の賃料を協議するという大きなイベントがあります。 

 こういったときに、例えば周辺もこうやって上がっているし、ビルの設備も今度はこう

いうふうに変えることを考えているので、その分も含めて賃料を値上げさせてくださいと

かということが結果としてイコールグリーンリースではないのかというふうに考えれば、

そこに携わるビルオーナーさんであるとか、ビルメンさんであるとか、PMであるとかは、

みんなそこに絡んできますので、そこをうまくきっかけとしてとらまえれば、PMがそこに

絡んだ、ビルメンさんがそこに絡んで全然報酬が得られないということではなくて、例え

ばそういったことの全体を通じて、そういったことのサポートに関する対価を得るという
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ことも考えられますので、何かもう少しグリーンリースを小さく小さく考えないで、テナ

ントさんとの全体的な条件の見直しの中でオーナーとしてテナントさんに対して何を働き

かけができるのか、テナントさんはどういうふうにしてそれに対して応えていくのかとい

うような観点でとらえていくことで物事が進むという感じを持っております。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 まず、最後におっしゃられたところなのですけれども、ついついグリーンリース、それ

も設備改修なので、私も先ほどそういうふうな言い方をしてしまったのですけれども、ど

ういうふうな試算をしたらいいかとか、そのあたりにフォーカスしたらいいのかなという

ふうに思っていたのですけれども、むしろグリーンリースというのは、いろいろなステー

クホルダーを巻き込んで、当たり前なのですけれども、ビル全体をよくしていくためのツ

ールなので、そのきっかけとしてもうちょっと幅広くとらえたほうがいいのではないかと

いう御意見だったかと思います。 

 あと、前段のほうのお話では、これもいろいろお話をいただいたのですけれども、坪単

価で100円とか下がってどれだけうれしいかと、今、髙橋さんも同じようなことをおっしゃ

られたと思うのですけれども、その中でいつも議論になってなかなか正解がない部分とし

て、まさにタスクアンビエントとかで快適性、生産性が上がるのがうれしいみたいな話は、

それこそ大規模ビルに入る大企業さんだと出てきているかとは思うのですけれども、なか

なか今回の事業の対象となっている中小規模ビル、中小事業者が持たれている中小規模ビ

ルに入られるテナントさんだと、なかなか快適性、生産性みたいなところまでいかなくて、

当たり前なのですけれども、賃料がというところでとまってしまうみたいな話もあるので

すけれども、今回の対象となるようなテナントさんにタスクアンビエント、省エネという

だけではなくて、そういう調光の効果というのが快適性とか生産性の向上にもつながりま

すよみたいなところもうまく訴えられるような方策というのですか、そういうのができれ

ばまさにリーフレットにも入れていけると思いますので、そのあたり何かアイデアがある

方はいらっしゃいますでしょうか。 

○清宮委員 吉田さんのおっしゃるとおりで、私も前から言っていますけれども、省エネ

効果なんか大したことないのだと。それなら賃料を下げてもらったほうがよほどテナント

はうれしいという話を申し上げましたけれども、でも、まさにお金というのはそれほど大

きなウエートにはならないのですが、逆に言うと、テナントサイドからすれば損する余地

は全くないわけです。あくまでも少しでも下がるのだという意味では、全くデメリットは

ない。だけど、では、グリーンリースをやるときに何がデメリットになるかといったら、

先ほど申し上げた、賃貸借契約の期間とグリーンリースの期間というのがラップしない、

ずれてくる、そのときに解除できないのではないかと。逆に言えば、賃貸借契約を解除し

たいのに、こちらがあるから解除できなくなるのではないかとか、そういう不安こそきれ

いにしてあげることだと思うのです。クリアにして、それはいつでも解除できるのですよ

と。そのかわり、今度はいつでも解除できるよと言われてしまうと、今度、我々オーナー

サイドは、では、投資したっていつでも切られてしまったら絵に描いた餅ではないかとい

うことで結局動かない。そこをどうするかだと思います。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

○吉田委員 １つの例ですけれども、テナントさんに今のビルで不満があって、何か専用
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室でやることがありますかというような呼びかけをしたときに、LEDにしてくれると電気代

も下がるみたいだし、それがいいねとテナントさんから言われてそういったことをやりま

したと。やはりお金もかかるからなかなかできないので少し負担していただけますかとい

うふうに御相談したら、そのときは坪50円だけテナントさんからいただいたという事例で

すけれども、私は立派なグリーンリースではないかなというふうに思っていまして、やは

りきっかけは、オーナーさんも特別に省エネしようとかということではなくて、テナント

さんに何をしたら喜んでいただけるのですかというやりとりの中で出てきた話。そういっ

た意味で、テナントさんとどういうコミュニケーションをするのかということがすごく大

事になるのではないかと思います。 

○堀江座長 テナント発案というやり方としてテナントさんとコミュニケーションをとっ

て何をやりたいのかということを聞いた上でやっていって、その結果がLEDだったというこ

とですよね。 

 ありがとうございます。 

○村田委員 １つの情報としてご報告いたしますが、弊社は年に１回テナントさんからCS

アンケートをとっていまして、満足度だけでなく、ビルに何を欲しているかというのもコ

メントいただいています。震災以降５年たったというのもあるのかもしれませんが、節電

などの環境面に対する関心は薄れてきているな、と感じています。 

 代わりに何が増えているかというと、BCPです。単純にハード面や耐震補強云々というこ

とではなくて、実際、大型の地震が来たときに建物の被災状況をどういうふうにタイムリ

ーに情報提供してくれるのか、ということについてです。BCP面以外では、先ほどもちょっ

とお話に出ていた健康経営に関する情報提供を求める声がふえています。テナントさんの

関心の対象が環境面以外にシフトしているのかなと感じています。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 どうぞ、鯉川さん。 

○鯉川委員 少し整理をするお話になるかもしれませんけれども、まず、この手引を誰宛

てかということだと、やはり基本はビルオーナー向けなのだろうなと。工事をするかしな

いかの最終判断はビルオーナーなのですけれども、そのビルオーナーさんが工事をするか

しないかというところは、先ほど言われたように、テナントが借りている貸し室の中のこ

となので、テナントがそこを賛同する、もしくはやってほしいというところがないとビル

オーナーさんは動かない。 

 ここに運用改善、設備改善となっていますけれども、多分先に来るのは設備改修かなと。

設備改修をするに当たって、テナントがどれだけメリットがあるかというところを具体的

に、あるいは事例でテナントに理解を得ることで家主さんは次に進むのかということなの

で、まず先に設備改修は来ると思うのです。設備改修をした後に、テナントとどういう運

用をしていくかというところが非常に問題だと思うのです。 

 今、村田さんがおっしゃられたように、例えば最初の１年はいいかもしれないのですけ

れども、２年目、３年目はどう運用を共同でやっていくかというところですよね。テナン

トも大企業のグループ会社であったり、分室であったり、あるいは中小企業だったりとい

う、テナントも規模があったりするのですね。ただ、執務環境というのは改善していかな

ければいけないという方向に来ていますし、働き方改革の中で一つ執務環境もクローズア
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ップされたらいいなというふうに思っております。 

 それから、大型ビルは確かにCASBEEとかLEEDとかどんどん環境対応をしていっているビ

ルが多い中で、中小ビルはしなくてもいいのか。中小ビルも野村不動産のPMOとか、産経ビ

ルのS-GATE、新日鉄興和不動産のBIZCOREということで、大手も中小ビルに参入してきてい

るのです。当然、大手が中小ビルをつくるとなると、資金力もありますので中小ビルのグ

レードも上がってくるということになるので、年数はわかりませんけれども、流れとして

自然と個人オーナーも投資していかなければいけないのだろうなというふうに思っており

ます。 

 何が言いたいかというと、やはりポイントはテナントとの運用のところ、この事例をわ

かりやすく出すことでビルオーナーもわかりやすい、まだやっていないビルのテナントも

わかりやすいというところかというふうに思いました。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 今、幾つか御意見が入っていたと思うのですけれども、まず、最初の誰向けかというお

話ですね。これは、国のガイドをつくるときも、オーナー向けなのか、テナント向けなの

かという話があって、一時は別々につくったらいいのではないかなんていう議論も出たの

です。でも、それはやはり難しいということで、主にオーナー向けなのだけれども、オー

ナーさんからテナントさんに渡すとかという意味も含めると両方含まれますと。ちなみに、

オーナーといった定義には、マスターレッシーとかPM会社も含まれますよなんていう整理

をしてつくったのが国のガイドだったのです。 

 今回、テナントさんに焦点を当てるというところは、恐らく皆さんの総意だと思うので

すけれども、そうはいっても、オーナーさんがテナントさんに渡すということが基本なの

かとは思うので、そのあたりの対象をもう一回整理といいますか、皆さんの総意がとれた

らというふうに思いますので、ここはほかの方の御意見もぜひいただければと思います。 

 あと、改修と運用改善の件については、今の鯉川さんのお話の中では、最初に改修があ

って、それから運用改善ではないかというお話があったと思います。一方で、これも国の

ガイドのときの話は、どちらかというと最初から改修がある事例もありますけれども、い

ろいろ改善とかの取り組みをしてコミュニケーションが進んで、その後、改修が出てくる

というケースもあるのではないかというような議論もあったので、このあたりもどちらが

先なのかとか、考えようによってはどちらもあり得るのかと思います。 

 いずれにしても、国のやつというのはもう少し大きいビルも入っていたので当たり前な

のですけれども、中小の方々にどうやってわかってもらえるかという議論は今後も詰めて

いきたいと思います。 

 どうぞ、金子さん。 

○金子委員 いろいろ皆さんから話が出ている中で、私、大事な話だなと思うのは、やは

りテナントさんの満足度ということですね。単なる水光熱費削減ではなくて、吉田さんも

いろいろ言及されていたと思うのですけれども、今までのオフィス環境というのが、どう

しても画一的なオフィスで、なおかつワーカーの働き方についての知見は余りなくて、一

方的な、どちらかというとテナントさんでも管理者目線でつくったような画一的な蛍光灯

のラインを敷いたり、島型のオフィスを設けたりというような形だったと思うのですけれ

ども、今、ビル協の仕事とかそれに付随する仕事でいろいろ見ますと、働き方の改革が大
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きく変わってきているなという感じで、やはりこれからのワーカーの生産性を上げていく

ためには、ワーカーさんの働きの自由度を高めていくということが大事で、そのためにい

ろいろコアワーキングとかフリーアドレスとかいろいろなものが出てきていますけれども、

その一環でLED一つとってみても、照明の照度というのが画一的に明るいというのがこれま

でのオフィスだったのに対して、ワーカーのそれぞれ好きな照度とか好きな色・温度で選

べるというようなことは大事で、髙橋さんも言及していたタスクアンビエントというのは

その中の方策の一つだと思うのですけれども、そういった選択制を高めて質のいいオフィ

スを提供するという、そのためこれまでどちらかというとそういったことは大型ビル中心

に語られてきたのですけれども、最近見てきていると、中小企業でもそういったものを意

識して健康経営とかに注目し出しているところも多くなってきていますので、今、中小ビ

ルの喫緊の課題ではないのかもしれないのですけれども、そういったことに対応するとい

うことはこれから求められてくると思います。 

 差し当たって、そんなぴかぴかのものにするかどうかはともかく、LED化を進めて、そう

いった調光・調色が自由にできるということは非常にメリットも高いと思いますし、そう

いった点も十分メリットとしてうたっていって、環境というとどうしても何かコンプライ

アンス的な話になってくるのですけれども、そうではない、ワーカーの満足性を高めるの

だという視点からの訴求というのも大事なのではないかというふうに思っております。 

 あと、手引のことに関して言いますと、手引の構成として私がぜひお願いしたいのは、

国のガイドラインで、私、地方協会とかでも制度についての説明をすることがあるのです

けれども、どうしても成功事例とかが少ないものですから、皆さんにイメージが湧きづら

いという問題がありまして、こういう手順でこう進めて結果的に成功したというような事

例がふんだんにあったもののほうが中小の方々には非常に訴求しやすいのではないかとい

うふうに思いますので、初版を29年度に出す段階で事例が余りストックされていないので

あれば、ある程度それまでのストックの中からエッセンスを抽出してモデル的な形でつく

ってもいいから、こういう事例があるのだなというふうに親近感を覚えさせるような事例

を中心としたもので構成されたらいいのではないかというふうに思っております。 

 読者ということでは、そういう点で言うと、事例を紹介するというのであれば、オーナ

ーなのか、テナントなのか、あるいはそういったコンサルさんみたいな第三者なのかとい

うことは余り意識しないで、どういった方々から見ても事例の成功がイメージできるよう

なものということでつくられたらどうかというふうに思います。 

 それから、テナントさんとかにわかりやすいリーフレットという話があったのですけれ

ども、これも国のリーフレットとかを使ってやるのですけれども、逆にわかりやすいとい

うお話を余りいただけないものですから、東京都さんが中小の方にターゲットを絞るので

あれば、こういった手引とは別に、ドアノックツールとしてのわかりやすいグリーンリー

スについてのツールを用意されたらいいのではないかというふうに思います。 

 ３点、お話し申し上げました。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 最初、テナント満足度。特にテナントといったときに、総務部さんではなくてワーカー

レベルでの満足度という観点が大事だったかと思います。 

 それから、事例中心に手引はつくったらいいのではないかというのは、こちらは多分事
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務局もそのように考えていらっしゃっていて、それでいろいろな事業を通じて事例を収集

しようとしているということなので、その方向で行けるのではないかと思います。 

 最後は、リーフレットのお話もありましたけれども、正直ベース、国のリーフレットは

ガイドをつくるのがあって、リーフレットも、言葉は悪いですけれども、ややついでにつ

くったといった順番だったので、本当に常日ごろ、まさに中小事業者と接していらっしゃ

って賃貸借契約がない場合もあるのだよなんていうことまで知っていらっしゃる東京都の

中小の御担当の目線でつくったら、より本当にドアノックツールとしてわかりやすいもの

ができるのではないかと思いますので、そういう方向でやっていけたらと思います。 

 内田さん、いかがでしょうか。 

○内田委員 今までの御議論と重なるところが多いのですけれども、事業者の方に対して

手引を出すというスタンスからすると、実質的に事業者さんがどういう手順で何をやった

らいいかがわかる手引というのは必要だと思うのですけれども、一方でそれがオーナーさ

ん向けというふうに見られたりすると、テナントさんとしては、それを持ってオーナーさ

んのところに行くのが自分にとって得なのか損なのかがよくわからないというか、その辺

のことがテナントさんもオーナーさんに、みんながこれだけ得するのだから、オーナーさ

ん、これをやりませんかというような使い方のできる皆さんのメリットがわかるものとか、

あるいは、これはちょっと言葉の問題なのですけれども、例えば「テナントとの交渉をど

うやる」みたいな書き方をするとテナントさんは構えてしまうと思うので、テナントさん

はこういうところが気になるので、こういうところに配慮した契約をしたらいいですとか、

書きぶり次第でどうにでもなる部分はあると思うので、そういうところを少し工夫してい

ただいて、テナントさんもオーナーさんにこれをやろうと言えるもの、あるいは、テナン

トさんが仲介のところへ持っていって、こういうのをやっているビルに入りたいとか、あ

るいは、それを仲介会社さんがオーナーのところに持っていって、こんなのをやればお客

さんがつくよという、いろいろな場面で使うことを想定して、最終的にはオーナーさんが

どうすべきかということが書いてあることにはなると思うのですけれども、そういう観点

を持ってつくっていただけると活用の場面が大分広がるのではないかというふうに思いま

した。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 テナントさんからの発案という形にも使えるというような、オーナーさんがテナントさ

んに説明するのではなくて、テナントさんが管理会社さんとかオーナーさんに説明して提

案できるようなツールにもしたらいいのではないかというお話だったと思うのですけれど

も、今、それをお聞きして１つ思い出したのは、国のほうのワーキンググループのメンバ

ーでもいらっしゃって、あと、前回のセミナーでもお話をされたエナジーセーブの桝田さ

んがよくおっしゃっていることなのですけれども、いわゆる設備改修を伴うグリーンリー

スを本業の一つとされていて、桝田さんの御経験だと、オーナーさんサイドからテナント

さんに声をかける話というのは比較的進みやすいのだけれども、テナント発案の案件とい

うのは、どうしても途中の管理会社さんでとまってしまうとかということがあって、そち

らのほうが進まないということを桝田さんはいつもおっしゃっているのです。それは、管

理会社の方の立場からすると、設備を変えて、何か失敗があったら文句を言われるのでは

ないかとか、そういう懸念があるということで、逆にうまくいったとしても自分にメリッ
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トがないとか、まさにエコチューニングとかそういうのを持ち込んでいけばいいというこ

とだとは思うのですけれども、そういうところがあるので、何となくテナントからの発案

だとうまくいくというような雰囲気が皆さんおありだったかもしれないので、実際にやら

れている方の御意見を聞くとそういう御意見もあるので、その辺も踏まえてどこが本当に

ネックになっているのかというのを実務的に潰せるようなリーフレットなのか、あるいは

手引がつくっていけたらいいなというふうに思いました。 

 伊藤さん、いかがでしょうか。 

○伊藤委員 皆様の意見でほとんど私の申し上げたいことがおっしゃられていたのですけ

れども、１つ、やはり事例は豊富に出す必要があるというのが共通の御意見としてある中

で、そこの事例の中でもお話に出ていましたけれども、単に省エネルギーの数値的な効果

だけではなくて、それぞれの整備改善に伴う、先ほどの知的生産性とか健康福祉の向上に

つながるような室内環境の向上というところをもうちょっと前面に押し出してもいいのか

なということは感じました。 

 今もお話に出ていましたけれども、LEDでしたら色・温度とか、あるいは照度の調整とい

うことがあり、空調に関しても風量とか温度のよりきめ細かい調整が可能になるとかいっ

たところというのは、ここは数字にできなくてもきちんと出していきながら、オーナーさ

んにとっても、テナントさんにとっても何が私たちの得になるのですかということができ

る限り事例紹介の中にも出てくるというような内容がよろしいのではないかということを

改めて思いました。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 お金のメリットとプラスアルファのメリットということで、そうはいってもお金のメリ

ットは、金額は小さくても絶対に損はしないし、大事なのだよという清宮さんの御意見と、

あと、皆様からいただいている空調とか照明とかの快適性とかの議論ですよね。特に中小

ビルでちょっとどうなのかなと思っていたのですけれども、金子さんからも力強い御意見

をいただきましたので、そちらの照明なんかを中心とした快適性、生産性という観点も入

れた形でつくっていければというふうに思います。 

 皆様、どなたでも結構ですので、ほかにいかがでしょうか。 

○髙橋委員 基本的には、実際に実務の部分の手引と、テナント側に「なるほど、これを

やってみよう」と、グリーンリースをそもそもわかっていないテナントさんになるほどと

思わせる、両方必要なのだろうと思うのですが、テナント側にやろうと思ってもらうとい

うときに、さらにもう一歩踏み込んで、テナントとは誰なのだろうと考えたときに、総務

なのか、トップなのかということでいうと、私は直感的に、グリーンリースはどんなにい

いものをつくったとしても、総務部の人がなるほどと思って動かないような気がするので

す。 

 というのは、清宮さんがおっしゃっているとおり、契約書も非常にややこしくて、退去

した場合にペナルティーを課せられるかもしれないとかいろいろな問題を考えると、総務

部が自発的に動くというよりは、トップダウンでないとなかなかこれは進まないような気

がします。 

 そういった意味では、先ほど金子さんがおっしゃった１点目の部分のダイバーシティみ

たいな部分とか知的生産性とか、そういったもう少し大きな観点からグリーンリースをや
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ることによって経営全体によっていいのだよというトップが動かせるような動機づけにな

るようなものが示されることが一つは必要なのか。それがあると、トップが総務にやれと

いう形にならないとなかなか実際には動かないような気がするので、話を伺っていてその

辺の視点が大事かなという気がしました。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 トップの視点、それから、執務環境の改善のことは何度も言いましたけれども、まさに

働き方改革に絡めてというお話も複数の方から出たと思いますので、その辺も踏まえてと

いうことにできればと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○鯉川委員 結果的には、やはりテナントの声みたいな事例がたくさん必要ということで

すよね。それは、今、おっしゃられた、テナントのトップの人もあれば、ワーカーの人、

快適性とか仕事のしやすさとか、そういう事例があればあるほどビルオーナーには訴求し

やすいということになるので、そこの事例がポイントかなというふうに思います。 

○吉田委員 みんながやっているというのがですね。実際のビルの例でも、最初にどのテ

ナントさんにお声がけするのかというのがすごく重要で、やはりコミュニケーションがき

ちんととれて、そういったことに関心があるお客様とお話をして、実際に例として実施し

ますとそのビルにいるほかのテナントさんも「では、うちにも」とか、「どちら様もされ

たのですよ、どうですか」と、基本損する話ではないので、きっかけとか第１号というの

が非常に重要だというふうに聞いております。 

 そういった意味で言うと、ビルの中でもそうですし、世の中でもあそこもここもやって

いて、実際にそういうことがうまくいっているとか、中小ビルでそういったことをやって

テナントさんにすごく喜ばれているケースが出ているとかというような例が必要だという

のは、そういう事例がいっぱいあって、みんながそれで喜んでいるのだということを伝え

てあげることがすごく重要ではないかというふうに思います。 

○堀江座長 なるほど。 

 事務局に御質問なのですけれども、ことしの事業で採択はまだかもしれませんが、何件

ぐらい応募があったとか、そのあたりは言える情報なのでしょうか。要は、どれぐらい実

例の題材が出てきているかという意味なのですけれども。 

○新井 概要を簡単に御説明しますと、募集要項上は３件程度といったところなのですが、

それ以上に申し込みはあってというのが現状になってございます。 

 算定効果、どれだけCO2削減、また、エネルギー削減か試算してシミュレーションしまし

て、それをテナントさんとどのようにグリーンフィーを分けるかといったものにつきまし

ては、東京都が無料で公開しているツールを使っているところも結構ありましたので、そ

れは今までの補助事業の成果としては一つ非常に有意義であった。ただ、その確度、ツー

ルといってもまだできたばかりのものですので、こういったものについてはもっと使いや

すく、確度も正確性をよりよくしていくほうがいいだろうなと思うところと、あと、皆さ

んESCO事業者さんとかビルメンさんだったのか、そこまでは詳しくわからないのですけれ

ども、ちゃんと実績などに基づいて計算されている方もいらっしゃいました。まだグリー

ンリースというものをやるときにどういったやり方が一番いいのかという具体的なグリー

ンリースの使い方ですね、そういったものというのはどこにもまだ示されておりませんの
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で、削減効果といったところはもう少し東京都のほうが幾つか事例を挙げないと補助金を

申請される方もちょっと難しかった部分もあるのかというふうに考えてございます。 

 グリーンリース料については、低いところもありましたけれども半分くらいまでお互い

テナントとオーナーとで分かち合いましょうとかというところもありましたので、こうい

った事例というのは、多分今後近々発表できるのかと思うのですが、申請についても今言

ったように、結構偏りがあったわけではなく、いろいろなばらつきのあったビルの状況に

応じた申請がありました。ただ、どういった経緯を経てそのようなグリーンリースを結ん

だのか、また、ビルの平米数とかはわかっておりますけれども、ビルの中でどういうやり

とりがあったのか、そういったところはまたこれから調査しないとわかりませんので、そ

ういったことも今日いろいろと皆さんの御意見ということでさまざまなテナントを巻き込

むやり方ですとか、先ほどワーカーとかトップを巻き込んでいくには、課題ですね、具体

的にどうやっていくかというと、それはそれで議論した内容をリーフレットなどに落とす

となると、またこれは一筋縄ではいかないなと思うのですけれども、ただ、そういった視

点でつくっていけたら、まさにそういったものをオーナーさんが見て、グリーンリースと

いうものをちゃんと理解した上でテナントさんに渡す、もしくはテナントさんのほうが、

オーナーさんが動かないので自分でガイドを見ながらリーフレットを見てオーナーさんと

交渉材料にするとか、そういった場面に使っていけるいろいろなパターンがあるので、今、

申請状況としては、前段御説明のとおり、さまざまな設備についての申請がございました

というところをこの場をかりて御説明させていただきます。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 グリーンリースのほうの議論ですが、大体３時ぐらいまでということを考えておりまし

たのでそろそろということなのですけれども、最後ちょっと。 

○清宮委員 先ほど髙橋さんのほうから対象となるのが総務とかそういう人たちが多いの

ではないかというお話がありましたけれども、実際、中小ビルというのは中小企業がテナ

ントの大半で、大体ビルの中に責任者がいます。そのテナントの社長さんが大体いるとい

う会社が多いのですね。もちろん全部ではありません。実際に我々のビル協の調査データ

は少ないですけれども、100ちょっとのビルのデータですけれども、その場合でも特定事業

主テナント、つまり大企業ですよね、７％しかいないのです。ですから、そういうところ

はもちろん総務部が管轄していたりしますけれども、ざくっと言えば６割７割は中小テナ

ントさんの事業主がいます。そういう意味では事業主に話を持っていくというのは、比較

的できやすい環境だなという気がします。 

 あともう一つ、やはり東京都が進めようと思っている中小ビルのグリーンリースという

のは、対象がまさにそちらなのだと思うのです。全国60万棟あるといううち、大規模と言

われる１万平米は一、二万棟しかないのですから、それ以外はほとんどが１万平米未満の

ビルなのですから。そのうちの半分ぐらいは、恐らく個人オーナーに近い私たち程度の者

がオーナーでやっているビルだと思いますので、やはり実効を出すのだとしたらそこなの

だろうなという気がします。 

 あともう一つ言えば、やはり空調は効果が大きいのですけれども、空調の更新を進めよ

うというのは非常に難しいので、まずは政府が方針にしている2030年までに全ての建物で

LED化するという目標を温対法で立てていますから、ですから、そういう意味では、まず照
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明というのは取りつきやすい。特に裾野が広がるという意味では空調よりも照明だと。照

明をまずLED化することによって、単純に10％近い省エネは実現が期待できるのではないか

というふうに考えますと、それは重さをちょっと変えていくのも一つかなという気はしま

す。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 中小ビルだとトップの方の巻き込みはしやすいのではないかという話と、やはりLED照明

を切り口にしたらいいのではないかというお話だったかと思います。 

 ほかに、最後一言という方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 

 では、前半グリーンリース関連の議論はここまでにいたしたいと思います。 
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・議事『カーボンレポート利用促進の検討について』 

（事務局より資料４報告事項の説明） 

○堀江座長 どうもありがとうございます。 

 まず、前半の報告事項のところについて御説明をいただきましたけれども、今の内容に

つきまして御質問がある方、どなたでも結構ですのでお願いいたします。 

 清宮さん、どうぞ。 

○清宮委員 質問ではなくて、５ページ１のセミナーでのアンケート結果なのですけれど

も、環境性能表示について「知っている」あるいは「取得している」というのがいろいろ

出ているのですけれども、昨年ビル協の中小ビルを対象にしたアンケート調査の結果を報

告しておきますと、まず、98％が何らかの環境性能表示を取得しておりません。逆に言う

と、取得しているのは２％にすぎなかった。110棟ぐらいが対象ですので、実際には取得し

ているというのは２棟だったのです。それも東京都が１つとCASBEEが１つ、それだけです。

あと、今後取得する予定があるかということを質問しましたら、同じアンケートで質問し

ているのですが、「取得するつもりがある」は５％です。つまり、93％のビルオーナーは

取得もしていないし、今後も取得する予定がないというふうに回答されているということ

を補足させていただきます。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 こういったアンケートというのは、当然、どういう母集団でとるかによって全然違って

くると思いますので、恐らくこういったカーボンレポートとかグリーンリースのセミナー

に来られる方ということは比較的関心がある方でとってみるとこうなるということなのか

なと。 

 私も時々GRESBの例を出しますけれども、そうするとちょっと話が違いますが、グリーン

リースをやっている人の比率とかは48％になってしまうのですね。それがマーケット全体

だと当然思わない。このセミナーはそこまで極端ではないと思いますけれども、より関心

がない方も含めた全体はそういうことなのかというコメントをいただいたということだと

思います。 

○髙橋委員 ついでに補足させていただきますと、同じ５ページ目のｅマークで「取得し

ている」が32件となっていますけれども、恐らく私が知っている限り、世の中全体でも32

件はまだ出ていないぐらいの状態で、多分その辺を勘違いされている方はかなりいるのか

なという感じがします。 

○堀江座長 そうですね。蛇足になりますけれども、EPCとかEnergy Starとか日本では取

得できないものも取得していますのでね、このあたりは。 

 ほかに御質問、コメントはございますでしょうか。よろしいですか。 

○今関委員 都知事が会見で発表されたというのは、どういう意味合いというか、知事が

関心を持っている事項だとか、あるいは働きかけたとか、その背景、重みを教えていただ

ければと思います。 

○宮田 重要な案件については報道発表するということで、この内容について知事に事前

に説明したところ、「これはわかりやすくていいね」と。知事は週２回記者会見を行って

いるので、その中で発表することになりました。 

○堀江座長 ありがとうございます。 
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 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
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（事務局より資料４協議事項の説明） 

○堀江座長 どうもありがとうございました。 

 皆様からの御意見をいただく前に、若干私のほうからもこれまでのパートナーシップで

あった論点の整理、そのあたりを含めてちょっとお話しさせていただきたいと思います。 

 まず、11ページのところで基本的な考え方として①、②と２つ出ているかと思います。

ちょっと復習なのですけれども、このカーボンレポートの改修ツールではない本物版とい

いますか、こちらのほうは実績値に基づく評価だということで、５ページに各国の環境性

能表示が日本のものを含めて出ています。この中でエネルギーとか温室効果ガスに限られ

たもの、左から国のBELS、これが性能値ベースですね。それから、真ん中辺のEPCは、欧州

の国によって違うのですけれども、性能値でやっているところもありますが、それがだん

だんに実績値に移行してきています。イギリスなんかというのは両方あるのですけれども、

例えばフランスとかは基本的に全て実績値に移行しています。 

 それから、一番右のアメリカのEnergy Starはもともと実績値です。 

 それから、ここに載っていませんけれども、オーストラリアにNABERSエネルギーという

のがありまして、これも実績値です。 

 ということで、国のものが性能値しかない中で、このカーボンレポートで実績値のもの

も出していくというのは、両方必要なのですけれども、特に投資家の目線からは重要なこ

となので、これは非常に意義があることなのかというのが第１点です。 

 次に、簡便・シンプルというところ、これも利点ということなのですけれども、これと

の裏返しがコメントにもありました補正の論点というのがあろうかと思います。12ページ、

13ページの課題というところで、口頭では触れていただいたのですけれども、以前のパー

トナーシップでかなり時間を使った議論の一つが入居率の補正です。これを入れていくべ

きかどうかという点があったと思いますので、この点はしっかり議事録にも書いておいて

いただければというふうに思います。 

 こちらの下のほうの第三者認証というのはまた別の議論だと思っていまして、そこまで

いかなくてもいいので、まずは東京都さんなのか、クール・ネット東京さんなのかわかり

ませんけれども、データの間違いがないかという確認をするというレベルはないと、やは

りこれがこのビルの実績表示ですよということで出して、第三者のテナントさんとか投資

家さんから使ってもらうという意味ではちょっと足りないのかなと思いますので、その議

論は先行して始めていただけないかというふうに、前々の議論から踏まえて思っておりま

す。 

 それから、これもその次の段階ということなのですけれども、前々のパートナーシップ

で出た議論として、こちらで例に出されているものがまさに中規模のオフィス系というこ

となのですけれども、オフィス系と店舗系という言い方だったか正式な言い方は忘れまし

たが、その境目のところですね、これが50％以上オフィスだとオフィス系で、ちょっとで

も店舗が多いと店舗系ということで０、１になってしまったということがあって、オフィ

スと店舗とかなり違うということがあるので、その辺、半々に近いようなところを加重平

均するような工夫があるかとか、そういう論点が以前あったかと思います。これは議論の

ために前の議論を整理させていただいています。 

 あと、12ページの②の関係です。ベンチマークの表示、これは私も以前から思っていた
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のですけれども、A1とA4と普通に聞いたらA1のほうがいいというふうに思ってしまう人も

多いのではないかということで、これを御改定いただくというのは非常にいいのではない

かと思います。 

 そのとき、できれば、これは初めて申し上げる個人的意見ですけれども、一番上の、今

だとA4のところが平均値の55％以下ということで、５％刻みでいっている結果、若干中途

半端な数値になっていると思うのです。もうワンランクふやして50％以下というランクを

つくっていただけると、よりわかりやすくなるのではないかと思います。 

 それから、以前も申し上げているのですけれども、各国の似たようなEPCだとかNABERS

だとかそういうところですと、だんだんに上をつけ加えていって、上のところはZEBとかニ

アリーZEBを目指すということをはっきり示しているので、50％未満ということですと日本

の現状から比べるとかなりいいのですけれども、各国の上のレベルは本当に０％というの

ですか、全く使わないZEBというものを視野に入れて段階をつけているということも中期的

には意識していただければということで、以前も申し上げたような点を思い出していただ

くためにお話しさせていただきました。 

 以上、申し上げさせていただいた上で、このカーボンレポート、今、課題があって、こ

ういうふうに改善していこうという御提案がございましたので、これに関しましてどなた

からどんな御意見でも結構ですのでよろしくお願いいたします。 

○伊藤委員 改善点のところから、14ページのイメージなのですけれども、私も時間があ

いているのでひょっとしたら記憶から飛んでしまったのかもしれないのですけれども、も

ともとこのピクトグラムの表示というのは改修効果の診断書の中で議論されていたもので、

これを今回は既存のカーボンレポートにも表示を入れていこうという方向性だということ

ですね。 

 そうすると、ここで書かれているそもそも超高効率型空調機なのかとか、あるいは導入

範囲が何％なのかというような中身については、もともとの温暖化対策契約書の中でそこ

まで読み取れるものなのでしょうか、それとも、やはり新しい情報を加えていただかない

とそこまで表記できないということなのでしょうか。 

○新井 現行の報告書の中で、こちらの性能に関する細かな情報はいただいておりません

ので、カーボンレポートの様式をダウンロードするなり、使おうといったときに、こうい

った情報は追加で記載をしていただくということになってまいります。 

○伊藤委員 わかりました。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

○清宮委員 今の話の確認なのですけれども、ということは、対策報告書のほうにはこれ

を書く欄というのはないですよね。今の新井さんの御発言の趣旨は、カーボンレポートを

プリントアウトするときにピクトグラムを自分で選ぶということですか。 

○新井 こちらは性能でAPFとか、先ほど座長のほうからもお話があったように、中に入っ

ているテナントの種類などである程度テナントビルの床面積とかそういった情報を入れて

いただいて、その都度どれくらい高効率な設備を導入しているという情報をつけ加えて入

力していただくというようなイメージで考えてございます。 

○清宮委員 それは対策報告書のほうではなくて、こちらのほうでという。 

○新井 こちらを使うとき用のデータと考えます。 
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○清宮委員 こちらの話ではないですよね、こちらでしょう。 

○新井 そちらです。 

○清宮委員 それは自分の判断で入れるということですね。何らかの検証が入るわけでは

なくて。 

○新井 現行は課題にあるように、第三者検証というところまではまだ具体的なものとい

うのは検討に至ってございませんので、現段階では自己評価というか、自分でわかる範囲

内で入れていただくというように改善のイメージは持ってございます。 

○堀江座長 今のところは実際にどういう設備が入っているかという数字の部分も自主評

価ですよということですよね。 

○新井 そうでございます。 

○堀江座長 金子さん。 

○金子委員 確認で、先ほど話が出ていたら申しわけないのですけれども、これは任意で

表示ができる、それとも必ず表示しなければいけないという形になるのでしょうか。仮に

必ず表示しなければいけない項目ということになりますと簡易性を損ねることにもなりま

すので、普及の点で簡便性というのも中小の非常に末端のところには大事なポイントだと

思いますので、そことのバランスを考えなければいけないと思うのです。 

○新井 まず、御質問の趣旨として、カーボンレポート自体を使うかどうかというのは、

当然、今、義務化とかそういった話というのは全く出てございませんので、カーボンレポ

ートを使うという方は任意で使っていただくというような、まずそこがベースというか、

議論のスタートになっておりまして、その中で省エネ性能を記載しなければいけないかど

うかというのは、今のところ必ずこれを入れないと使えませんよとかそういった拘束力が

あるというところまでは話も全然進んでおりませんし、現段階で省エネ性能を入れたくな

い方がいらっしゃれば、それはそれでも使えるというような考え方はあるのかなと。まだ

実際のところ、性能部分の入力をマストにするかどうかというところまでは。 

○金子委員 この場でも議論の。 

○新井 そうですね、必ず入れないと使えないということでまた御議論が進むのであれば、

なるべく性能というのを入れていただく方向に、今後使い方を示す場面で使っていただく

オーナーさんに示しますし、これは好きな人だけ使えばいい、情報がある人だけ入れれば

いいということであれば、それは表示をしないということで、見せ方はあるのですけれど

も、そういった方にでも使っていただくほうが、現行のカーボンレポート制度がかなりシ

ンプルなので、そこからかなり飛躍して、細かな情報がないと絶対に使えませんよという

ところまで持っていくのは、まだ時期として段階を踏んでいった先なのかなと。そういう

ところで、今、必ず入力してくださいというようなことまではこちらの考えとしては持っ

ていないというのが現状でございます。 

○堀江座長 では、今のところ記載は任意ということですね。 

○新井 はい。 

○清宮委員 その件も含めて意見を聞きたいということですか。 

○新井 そうです。こちらは、任意かどうかということも含めて御議論いただければと思

います。 

○清宮委員 もし入れるのであるとすれば、僕は任意でいいと思っているのですが、もし
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このピクトグラムを選ぶのであるとすれば、超高効率型空調機というのが一体何なのかと

いうのがわからないと、超なのか普通の高効率なのかという判断がつかないということで

すよね。 

 それとあと、星印が３つついていまして、これも当然、自分でつけるのだとすれば何を

基準にこれをつけるのかということも明らかにしてくれないと選べない。ピクトグラム自

体を入れることができないということになろうと思います。 

 かつ、もしピクトグラムが選択制であるとした場合に、第１面のどこかに入るのか、第

２面のほうになるのかによっても、もし第１面に入れるようになっているとすれば、任意

といえどもやはり入れたくなるという気がしますよね。第２面のほうだと、まあいいかな

という、見せたい人が入れるという方向にいくと思うので、その辺の御配慮をいただきた

いと思います。 

 以上です。 

○金子委員 私からも先ほど質問した手前なのですけれども、個人的には温暖化対策の計

画書のほうにない項目を追加で強制的に入れさせるというところは抵抗感がありまして、

やるのでやれば任意表示というふうにしたほうがよろしいのではないかという、これのカ

ーボンレポートを訴求する方というのは相当裾野が広いところまで目指しているというこ

とからすると、余り簡便性を失うのはどうかなというのは、私の個人的な意見です。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

○宮田 今の質問の超高効率型空調機とLED照明のここに書いてもいい水準とかというの

はツールのほうでは決まっているではないですか。それを説明してもらったほうがいいと

思うのです。 

○田部井 こちらにある超高効率型空調機とかLED照明とかの表示については、配布資料に

はないですけれども、このツールのマニュアルで記載しておりまして、簡単に言いますと、

空調機は現行のメーカーの製品と同程度のものであれば標準機器というところで星が２つ、

さらにそれよりも高効率なものだと星が３つとなります。照明については、LEDで特に120

ルーメンパーワット以上であれば星３つ、それ以外のLEDとかHFであれば星２つ、それより

もっと高率の悪いものであれば星１つというふうに、マニュアルでわかるような形にして

おります。 

○堀江座長 御説明ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○清宮委員 今の御説明のとおりだとしますと、まず、そのジャッジ自体がビルオーナー

のレベルで果たしてどこまでできるのかという疑問が湧いてきたのと、逆に恣意的に星を

自分たちでできるというのはちょっと抵抗があるかなという気がします。要は、間違いか

もしれないけれども、星は３つ、多いほうがいいわけですから、それを自分が勝手に入れ

られるのだとしたら、恣意的に間違えるということも計算に入れなければいけないのでは

ないかと考えると、任意といえどもそこまで細かく規定があるならば、やはりちゃんとク

ール・ネット東京さん等で対策報告書のほうに導入年次なりをちゃんと書かせた上で運用

すべきかなという気がします。 

○堀江座長 御意見ありがとうございます。 

 ほかの論点でも結構ですので、御意見ございますでしょうか。 
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 中小低炭素モデルビルとかも取得されている松村さん、このカーボンレポートに関して

は御意見いかがでしょうか。 

○松村委員 これを導入するときに新井さんのほうにもいろいろ教えていただきながら進

めていったのですけれども、正直、専門家の方だとスムーズにできると思うのですけれど

も、中途半端にいろいろ知識を得ながらやっているファンド系ですら苦労するレベルなの

です。これが本当に中小ビルのオーナーさんがそれをできるかというとできないと思いま

すので、以前からお話にありますビルメン会社さんとかPM会社さんの力というのは非常に

大きいと思いますので、かといってそこで全て任せられるかというと、まだそこに達して

いないような気もしますので、そこからの報告書の作成とか考え方とかそういったところ

を少しずつ向上させていくというのがいいのではないかという感じはしました。意見です。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 基本的には地球温暖化対策報告書があって、これがあるという順番で、報告書をつくる

ところもオーナーさん自分ではなかなかできないので、PMさんないしBMさんに頼る部分が

大きいと。先ほど金子さんからもお話があった温暖化対策報告書にないところを入れてい

くのは抵抗があるというお話ともちょっと通じるかなとは思います。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○清宮委員 以前から話題になっていますけれども、やはり入居率の補正というのはあっ

たほうがいいのかなと。そんなに難しくやってはまずいと思うので、単純に年間における

空室期間と年間の総面積で割り算すれば出てしまう話ですから、それぐらいはあってもい

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。 

 GRESBの報告でも大体皆さん入居率は今のような形で簡単に補正されて出されて、そこは

手間にはなっていないのかと思いますし、まさに改修ツールでやられていることなので、

それをそのまま使っていただいて入居率の補正は早期に入れていただく方向で考えていた

だけたらいいかなと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 ランクの呼び方とか、何ランクぐらいにするとわかりやすいとか、このあたりの御意見

ございますか。今のところ大きくは７段階で、細かくは15でしたか。それを変えないまま

呼び方だけ一番上はＳとかにするのか、ひょっとしたらレンジの数自体をいじるというこ

とも視野には入り得るということですね。 

○吉田委員 一般に上にいくほど、例えばEPCみたいにＡから順番に並んでいて７段階とか

というのがわかりやすいのではないかと思うのです。この１、２、３はわかりづらいなと

いう。 

○堀江座長 細か過ぎるのではないかという。 

○吉田委員 細か過ぎるのもありますし、やはりＡの１とＡの４はどちらがいいのだろう

と直感的にわかりづらいので、上がＳでもいいですし、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、そこで50％でＥ、

Ｆ、Ｇ。EPCはそうですよね。 

○堀江座長 そうですね。 

○吉田委員 ですから、そういうのを参考にしたほうがいいのではないかと思います。 

○堀江座長 以前のパートナーシップのときにも裏話的に申し上げたと思うのですけれど
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も、最初、もともとのカーボンレポートの前提となるベンチマークをつくる仕事にかかわ

らせていただいたときの裏話として、日本人だとABCDのＤというと、大学時代の成績でＤ

というと不合格だったみたいなのがあって、そのイメージが悪いというのでほかの呼び方

にしようみたいなのがあったのですけれども、それで今回の御提案もＳから始まって、今

回Ｄとかというのは入ってくるものの、Ｄは半分より下のところに持ってこられたとかと

いうのが、違ったら済みません、あるのかなというふうにちょっと思っています。 

 ですから、ランクですが、プラスマイナスをつけて細かいほうがいいのか、あるいは７

段階なら７段階でまとめてしまったほうがわかりやすいのかという、このあたり御意見あ

りますか。 

 どうぞ。 

○清宮委員 私ばかりなのですけれどもよろしいですか。私は、まとめてしまっていいと

思います。というのは、プラスマイナスがついたのは、最初はそうではなかったですよね。

最初は結構シンプルでしたよね。ABCだったような気がするのです。二、三年目ぐらいから

プラスマイナスがついて15段階に広がったという記憶があるのです。間違えていたらごめ

んなさい。 

 ちょっとプラスマイナスというのはわかりづらいのです。だから、もうシンプルにした

ほうがいいし、あと、吉田さんのおっしゃるように、A4とA1を比べたら、A1のほうが高い

というイメージがどうしてもあるので、これを見てもらわないとA4のほうがいいのですよ

というのがわからないのですね。そういった意味では、やはり順番にSABCDのほうがいいの

ではないかという気がします。 

 先ほどの堀江さんのお話で、Ｄが使いにくいというのであれば、例えばよく株や何かの

取引のときに出てくるAAAとかAAとかでランクを変えていくとかいうやり方でいいのでは

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。 

 プラスマイナスはなしで、７段階にまとめたほうがわかりやすいのではないかという御

意見だったかと思います。 

 伊藤さん。 

○伊藤委員 やはり、もともとそんなに細かく優劣の差を決める前提ではないので、そう

いう趣旨からすると、刻みが現状細か過ぎるのではないかということはあるかと思うので

す。そこは大まかに把握するという趣旨である一方で、ランクもできるだけシンプルにし

ていくという趣旨でよろしいかと思います。そういう意味では、７段階なら７段階でやっ

ていくということで、ここであいているのはまたほかのことに使っていけばよろしいかと

思います。 

○堀江座長 ランクについては、今までのお話はまとめたほうがいいのではないか、プラ

スマイナスはないほうがいいのではないかという方向の御意見ばかりだったと思うのです

が、この細かいランクを残したほうがいいのではないかという御意見はありますでしょう

か。 

○金子委員 私も７段階のシンプルな表示に賛成したいと思います。 

 あとは、先ほど言った補助金のときにワンランク上げることで云々というところについ

ては、この体系とは別に基準を設けていただいて、そのことによってこちらのほうは７段
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階にしていただくということで私もそちらに賛成したいと思います。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 迷っているけれども実は反対だという方はいらっしゃいますか。 

○村田委員 でも、東京都さんのほうで細かくされた趣旨というのがあるのではないので

すか。 

○堀江座長 その趣旨説明をいただければと思います。 

○新井 先ほど清宮さんがおっしゃっていただいたとおり、2011年につくったときは、こ

のプラマイというのはなかったのです。そうすると、15レンジの一つのレンジというのは

５％刻みなので、省エネ対策に一生懸命取り組んでも15％、今回テナントビルに特化した

カーボンレポートという議論にスポットライトを当てているのですけれども、そのほかの

さまざまな30業種、スーパー、飲食店、カラオケ、ドラッグストアですとか、そういった

ところがある中で、15％省エネしないと１つランクが上がらないというベンチマークの運

用というのは評判として厳しいというような御意見がいろいろありましたので、そういっ

た中で、では、５％というふうに刻むことでさらに細かく前年との対比とかそういったも

のが強化できるような仕組みにしたいというところが趣旨で、その後に各A3からB2までは

３つに分けて７段階から15段階に変更したということで、そのときはカーボンレポートの

ように表示をするというような視覚的にわかりやすいものではなくて、単純なベンチマー

クというものだけで評価を各業種にしていたものでございます。 

 それから2012年以降震災を経験しまして、省エネ意識が高まった中での先ほどのような

運用を細かくしたというところを経て、今、このように表示がなっているのですけれども、

確かに今となってはカーボンレポートの右にあるような15個の表示というのは細かいなと

いう御意見をいただくようになっているのが現状でございます。 

 こういったものも皆様の御意見をもとにいろいろと改善点を見直していきたいと思って

いますので、経緯については以上のような経緯でベンチマークのほうは一度15段階にさせ

ていただいているというのが現状でございます。 

○堀江座長 御回答ありがとうございます。 

○吉田委員 誰のためなのかというのがすごく重要で、ユーザーさんやテナントさんなん

かが表示で見るのだったら７段階もあったら十分で、オーナーさんが環境対策ということ

を考えたり、先ほどの補助金を考えたりするときは細かく分かれていたほうがむしろ促進

するためにいいということであれば、うまく並走させることはできるような気がしますよ

ね。 

○堀江座長 そうですね。恐らくランクはまとめて７段階なら７段階にして、それと同時

にCO2排出原単位の実数は、それはそれで出しておくということにすれば、そのランクの中

でもどの辺かというのは見ればわかると思いますので、例えば１つはそんなやり方かなと。 

○髙橋委員 私もまだ整理できていないのですけれども、吉田さんがおっしゃったように、

これは何を目的としているかによるのかと思っていて、１つはオーナーさんが毎年運用改

善を少しずつ頑張って、もしくは少しずつ設備を変えてというようなことを促していくの

だとすると、この15段階の意味は結構大きいのかなと。一方で、もっとどかんと照明を変

えたり空調を変えたりということで、もともとの設置目的のほうに書いてある低炭素ビル

が不動産使用で適正に評価される社会を実現するといったことのためであれば７段階でも



30 

 

いいのかなと。 

 ただ、もし適正に評価される社会を実現するということを本当に考えているのだとする

と、先ほど清宮さんがおっしゃったように、ある程度恣意的に星がとれてしまうとかとい

うのが本当に適正に評価されるものとして機能するのだろうかというのは、そもそもこれ

を言ってはおしまいなのかもしれないのですけれども、ちょっと疑問があるかと。なので、

何となく目的と私の中でうまくすっと入ってきていないというのが正直なところです。 

○堀江座長 最初にも申し上げたのですけれども、データの第三者チェックですね、認証

までいかなくていいのですけれども、この部分というのは市場で評価されるということで

は本当に必要だなというのは、改めてそこは強調させていただければと思います。 

 段階については、オーナーさんが日々改善していくところを毎年見ていくという意味で

は細かいのがあってもいいのではないかという御意見が出たというふうに思っています。 

 ちなみに、欧州のEPCだと、これは粗過ぎるかもしれませんが25％刻みですよね。一番上

が０から25％、次が25から50％、50から75、75から100と、そのぐらい粗いのですね。何で

かというと、目的は、一番上はZEBをつくりますよというところがあり、下のほうの話は、

下の125とか150％の人はいろいろな政策を動員して引き上げようと、そういうツールとし

て使うということなので、オーナーさんというところの目線でいけば細かくというのもあ

るでしょうし、本当に東京都の政策として下のほうは引き上げようとか、上はZEBあるいは

それに近いところを目指そうであればかなりざっくりでもいいのかなと。 

 あとは、BELSとの整合性みたいなところも若干考えてもいいのかなというふうにも思っ

ていまして、BELSは５段階なのできっちり合わせることは無理ですけれども、余り下のほ

うは入っていませんので、オフィスビルの場合は２つ星から３つ星になる境目というのは

80％でしたよね。 

○髙橋委員 そうですね。 

○堀江座長 ということなので、例えばそういうところも一つの基準にして、今の５％で

はなくて10％とか20％という単位で一つのバケツを考えてもいいのかなという気はします。 

 今、ランクの話を大分させていただきましたが、引き続きこの話でもいいですし、ほか

の論点でも結構です。最初、ピクトグラムのところのお話が出て、今のレンジ、ランクの

話をさせていただきましたが、どうやって普及するかとかそちらのほうでも結構なので、

ほかの御意見ありますでしょうか。 

○村田委員 もう御説明いただいているのかもしれませんが、運用改善のピクトグラムと

はどういうイメージのものですか。追加予定と書いてありますが。 

○田部井 具体的なイメージはまだないのですけれども、カーボンレポート自体が実績値

で評価するというのを考えますと、先ほど髙橋さんの説明でもありましたけれども、毎年

運用改善を頑張ってきたオーナーなどが評価されるようなものという位置づけで考えてお

ります。運用対策をどのぐらいやっているかというのが一目でわかるような、それが星な

のか絵だけなのかはありますが、そういうのが幾つかあると、このビルはこういうのをや

っているなとか、イメージができるかと思います。 

○村田委員 直接削減に結びつく項目ではないかもしれませんが、通常運用上だと例えば

削減している数値をテナントさんとどういうふうに共有しているかとか、テナント会を開

いているかとか、そういうことなのですかね。 
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○堀江座長 そうかなと私も思っていたのですが、いかがでしょうか。 

○新井 現行のカーボンレポートの後ろに書いてあるようなものを、細かいですけれども、

現行の中小の報告書をいただいている中でこういったデータは収集しているので、こうい

ったものをわかりやすく記載というのは既存の制度の利用ということでありかなというふ

うには考えてございます。 

 ただ、今回の改修評価の診断書をつくるときに運用改善をやっているということはテナ

ントさんに余りPRするものではないので、今回の改修に関する診断書のほうからは落とし

ているのですが、そういったものも記載したいというオーナーさんもいるのではないかと

いうところで、今回は運用改善の検討事項、カーボンレポートの裏面にあるような実施し

ている運用改善を表面に記載できたらいいのかなということと、それとあわせて16スライ

ド目に記載しておりますテナント専用部の設備情報とか、年間エネルギーの大体これぐら

い、そういうエネルギーに関するオーナーさんとか使う方がPRしたい事項とか、省エネで

すよということをアピールできるようものが何か追加情報でつけ加えられたほうがいいの

かというのは事務局として今回提案というか、まだイメージで具体性がなくて恐縮なので

すけれども、こういったところをまた御議論や御意見をいただけると大変助かるなと思っ

ている次第でございます。 

○堀江座長 今、16ページに話が行きましたので、前々からパートナーシップでCO2排出量

と言われてもぴんとこない。それよりはエネルギーと言われたほうがぴんとくる。さらに

言えば、電気代と言われたほうがぴんとくるというお話はあったと思います。 

 一方で、電気代といって、単価幾らで出すのだとか、実務的にはすごい問題があると思

いますので、このあたり任意での追加ということなので任意ではありますが、御意見おあ

りではないかと思いますのでお願いいたします。 

○清宮委員 電気代というのは以前から燃費という考え方ですよね。松村さんでしたか、

ビルの燃費というのを表示したほうがわかりやすいのではないかという御意見が出て、ま

さにそれは車と同じイメージでいいですねという話だったと思います。だから、トータル

のコストというわけではなくて、平米年当たり、いろいろなエネルギーの単価を全部合計

していって燃費が出るといいなという話だったと思います。 

 あと、うちのビルの場合は、実をいいますと、東京都さんで出しているCO2の排出量だと

多目に出てしまうのです。なぜかというと、うちは第三電力で低いところを使っているの

です。だから、それをわざわざカーボンレポートとは別にその説明書をつくって、うちは

地域電力会社よりも74％ぐらいの排出量の第三電力を使っていますということをあえて貼

り出してアピールしています。そんなのもある意味で今後どうなのかなと、これだけ売電

でいろいろな考え方で電力会社が選べるようになっていますから、オーナーさんによって

はそこを注視して選んでいるとか、エコな電力会社を選んでいるというオーナーさんもい

ると思うので、そういうオーナーさんは多分アピールしたい、うちはアピールしたかった

のでアピールしているのですけれども、だからそういうのは情報として必要かなという気

がします。 

○堀江座長 どうぞ。 

○髙橋委員 このカーボンレポートを何のためにつくるのかということにもよってくるの

ですけれども、やはりテナント企業が省エネ性能にすぐれた、また、取り組みにすぐれた
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ビルを積極的に選んでいく仕組みをつくっていこうということがベースにあるのだと思い

ますので、そういった意味では省CO2よりは自分の光熱費が安いという意味では燃費、それ

はkWh/㎡がいいのか、MJ/㎡がいいのか、どちらがいいのか微妙なところですけれども、燃

費を表示するというのはいいのかなと。 

 もう一つ、先ほどの運用改善のピクトグラムという話なのですけれども、私、これは以

前どこかの場で申し上げたことがある気がするのですが、運用改善のピクトグラムという

のを提示しても、この対象にしている中小のビルにおいて運用改善でこういうのを頑張っ

ていますよと、テナントさんは余り、だからこのビルに入ろうということにつながるもの

はないような気がするのです。なので、運用改善のピクトグラムというのは意味があるの

かなというのは以前からちょっと疑問に感じているところではあります。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 運用改善のピクトグラムについて賛否の御意見がある方はほかにいらっしゃいますでし

ょうか。 

○吉田委員 アピールするので出される分についてはいいと思うのです。アピールする運

用改善というのももちろんあると思います。ただ、ビルを選ぼうとしているテナントさん

が選択のために情報として活用する、そういう場面では設備改修のほうがアピール度は高

いだろうと。 

 あと、どうしても実績評価ということとスペックの評価、皆さんはどちらを大切にする

のかということで、簡便さはあるのですけれども、例えば東京都でも計画書制度でBEIの評

価がどんどん表に出て、5,000平米以上のものについては義務化になっていますので、そう

いったものも出したいのであれば、今年からBELSと連動して、新築で３つ星がBELSでいう

と４つ星と同程度の基準になりますので、そういったことになると、例えば計画書制度で

３つ星相当であるとか、BEIが何％であるとかというようなことも含めてアピールを一緒に

できるようになると、簡便に既にあるもので使えるものは、いろいろ盛り込めるものは盛

り込んでもいいというようなことは考えてもよろしいのではないかと思います。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 吉田さんは今回初めていらっしゃっているので、情報共有ということで。たしかで恐縮

なのですけれども、以前のパートナーシップの場でも裏面にはほかのマークとか評価も入

れられるようにするみたいな話もあったような気がするのです。当然、BELSもありますし、

まずは東京都さんの中の計画書制度ですよね。新築の部分とは確かに連携をとっていただ

いて、予測値はこうだと、それから実績値はこうだということが両方見られるというのは

非常にいいのではないか。いずれはといいますか、できる範囲で今からでも国の制度との

連携、少なくとも表示するといったことはやっていくと、テナントにしろ、投資家にしろ、

オーナーさんにしろ、本当に使う人にとって使いやすい情報になっていくのかというふう

には思います。 

○髙橋委員 ただ、前提として、基本的にそれはあくまでも任意だと思うのです。という

のは、例えばBELSの星でいうと、東京都内の中小のビルのバブル期に建てられた建物が比

率としては多いと思いますので、そういったビルが竣工当初の性能のままだとすると、ま

ずBELSの星の対象にはなってこない。なので、この７段階表示だと、上の３つぐらいにな

るとやっと星２つとか星１つになるかというのが実態だと思いますので、大分その辺の差
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が大きいというのは、まず前提としては認識していただく必要があるかと思います。 

○堀江座長 おっしゃるとおりだと思います。 

 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 鯉川さん、お願いします。 

○鯉川委員 先ほどの運用改善という言葉が、要は改修が終わった後の建物を毎年運用改

善していけるかというと、結構難しいと思うのです。ですから、改善という言葉がちょっ

とひっかかっているのですけれども、運用のグリーンリースということでいくと、先ほど

のテナントがビルを選ぶときには燃費と、先ほどおっしゃられたようにビルの取り組みで

すよね。グリーン電力なのか、安い電力を採用していますよとか、そういう規定値のハー

ドの部分と取り組み、この２つがビルのセールスポイントで、それを入居した後どう維持

していくかというところが運用だと思うのです。 

 改修のときというのは目に見えて上がっていくのですけれども、改修後の２年目、３年

目のことを考えていくと維持というのも一つかなというふうに思います。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 カーボンレポートとグリーンリースの接点ということで言いますと、グリーンリースの

項目の一つにも運用改善のグリーンリースは幾つのランクのカーボンレポートを維持する

ことと。A4なのか、A4は高過ぎとか、A1なのかA2なのか、これを維持することなんていう

ことがグリーンリースの目標に入ってくるというのも一つの使われ方だと思います。 

 同じく仲介のお立場から梅原さん、もし御意見があれば。 

○梅原委員 鯉川さんのお話とかぶるところもあるのですけれども、この連絡会は私も参

加させていただきながら、残念ながらカーボンレポートを仲介の場面で話題にしたことと

いうのが、オーナーさんからもテナントさんからもないのが正直実態、私だけかもしれま

せんが、社内ではないのが実態でして、何でないのかというと、当然、仲介業者自身がカ

ーボンレポートの取り組みの認識が低い、もしくは把握できていないところはうちの社員

でも多数いますので、そこはやらなければいけないところなのですが、先ほどちょっと松

村さんがおっしゃっていた、ビルオーナー側からの説明というのが、確かに省エネをリニ

ューアルしました、ビルを変えましたというお話はあるのですが、それではカーボンレポ

ートとしてこうしましたとか、省エネ改善をこうしましたという東京都さんの取り組みを

もとに説明を受けたことというのが、管理会社からもオーナーさんからもないというのが

実態なものですから、この取り組みをされているオーナーさん側が、そういう新規のテナ

ントのツールのためにやっているというところの認識が御理解されているのか、あえてそ

れは別に言っていないだけなのか、そこがどうしても仲介現場とのギャップといいますか、

そこが連絡会に出させていただきながらちょっと感じているところです。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 なかなか現場では使われていないというところですね。 

○梅原委員 そうですね。 

○堀江座長 どうするかという御議論かと思います。 

 今関さんはいかがでしょうか。 

○今関委員 私も似ているのですけれども、正直、この話を営業サイドからも含めて聞い

たことがありません。まずは立ち上げるのが大切なのだとは思っていますけれども、フィ
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ードバックするほどの社内的な声も上がってきていないところが現実でして、まずは、あ

る意味、ハードルを高くしない形で立ち上げて、その後改善を図っていくとかということ

も考えられたほうがいいのか。余り理想を追いかけてしまうとそのままで終わってしまう

のが懸念されるところではあります。そういう意味では、残念ながら私も聞いたことはな

いです。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

○村田委員 ちょっと実務的なお話なのですけれども、ビルオーナーがリーシング時に作

成する募集資料はハード的なことがメインになります。そこに例えば「実績表示でA2」と

いうような情報も載せたら、仲介業者さんが作成する空室データ、一覧表にも記載してい

ただくことは可能なのでしょうか。 

○梅原委員 現状からすると、私は備考欄を設けていますので、そこに入れていくという

ことはシステム的には可能ですし、何年リニューアルみたいなことを書いておくところが

あるので、そういったところを補足するようなことはできなくはないかと思います。 

○村田委員 それでテナントさんが物件を選ぶかどうかというのはまた別の話かもしれな

いですけれども、情報を発信していかないと何も変わらないですよね。そういうのも備考

のところで掲載可能なのであれば、こういうこともリーシングツールとして有効だと情報

発信していくと、「ちょっとやってみるか」と思ってくれるビルオーナーも出てくると思

います。 

 現状、耐震性能は皆さん募集資料に情報を載せていますが、環境面というのは余り載せ

ていないですよね。 

○金子委員 まさに今、これの普及のための問題が出てきたと思うのですけれども、今、

シービーさんから備考書きだというふうな、備考というのは、実はリーシング選択のとき

には使われていないのに等しいのです。やはり重要な項目はインデックス項目になってい

て、それでビルのプロフィールの大事なところということでテナントさんのところにも示

されるのですけれども、基本的にテナントさんは備考を読んで選択するというところまで

はいかなくて、重要なインデックスをもとに絞り込みをかけるということになりますので、

下手すると備考の部分は後で選択してから知ったというようなことにもなりかねないとい

う状況ですよね。 

 そういう意味で、実はオーナー側もそういうふうに使われているということからすると、

そこに注力するということが余りない。だから、オーナーも積極的に仲介さんにも情報を

流さないということになりますので、先ほど理想のハードルを高くしないほうがいいとい

うようなことはまさにそのとおりで、こういった実績を示して不動産を成功させるという

環境をつくるのは大事なのですけれども、それと現実は余りにも乖離しているものですか

ら、そういった点では、このカーボンレポートというのも、先ほどのピクトグラムにも通

じるのですけれども、やはりよりシンプルにして、そういったものに無縁な方でもお試し

的に使ってもらえるような簡便さというのは必要になってくるのかなと。そこが深まって

きてから徐々にハードルを上げていくというような辛抱強い段階的な取り組みが必要なの

ではないかというふうに。 

○堀江座長 まさにリーシングにかかわっていらっしゃる方がこのパートナーシップに入

っていらっしゃるところというのも、そういう現場でこのカーボンレポートが使われるよ
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うにというのがそもそもの趣旨であったかと思うのですけれども、多分第１回とかかなり

前のお話のときに申し上げたことで、オーストラリアのNABERSのエネルギーというのは、

リーシングにも必ず入るのです。これは法律で決まっているので環境が違うのですけれど

も、当然、何平米ですみたいな話と、あと、外人なので非常に眺望がいいですみたいな、

海が見えますよみたいなことと同時に、NABERSの星が4.5ですよとかということも必ず載っ

ているというような状況になっていまして、法律とか条例という話はちょっと先かもしれ

ないのですけれども、まずはそういった広告に載せていただくというところは使われ方と

して第一歩なのかなというふうにはすごく思います。 

 あと、関連情報ということで、国交省さんのほう、環境不動産のガイドをつくったとき

の母体となった不動産市場整備課さんのほうで今動きつつあることというのが、正直、言

えることと言えないこととあるのですけれども、いわゆる不動産の鑑定評価の中にいかに

環境価値というものを織り込んでいくか真剣に考えていこうという話になっていますので、

環境の表示、一番わかりやすいのは、結局カーボンレポートも含めたグリーンビルディン

グ認証だとか、持っているビルの経済性評価みたいな、伊藤さんとかも、あるいはJREIさ

んとかも出されていると思うのですが、鑑定評価というところまでいっていないというの

はあると思いますので、その辺の動きともあわせて、いかにそういった情報をもっと流通

させて評価させるかというところは、ちょっと話が広がり過ぎてしまったかもしれません

けれども、国の政策とかそういったことも含めて考えていってもいいのかなというふうに

は思いました。 

○髙橋委員 今、お話が出た普及の難しさということで言いますと、BELSの状況を申し上

げますと、BELS自体は2014年から非住宅で始まって、昨年の４月から住宅版のBELSという

のが始まっています。昨年の４月から建築物省エネ法の誘導措置の施行に伴って、省エネ

性能の表示の努力義務というのが始まっていて、その中の表示の方法が指針の中で３つあ

って、その中の一つがBELS、BELSが実質的にはメーンの表示方法なのですが、そういった

背景の中で、直近でBELSの評価件数というのが１万3,000を超えたのです。ところが、その

内訳を見ると、去年の４月から始まった住宅版のBELSというのが９割以上を占めている。

非住宅のほうはあまり伸びていない状況です。 

 住宅も非住宅もさらにその内側を見ていきますと、その大多数は国交省や経産省が補助

金の要件にしていたりするので、補助金狙いでBELSをとっているというのがかなりの割合

を占めています。それ以外ですとGRESB、J-REITさんとかがGRESBの評価を上げるためにBELS

をとっているということで、国交省が意図している表示で不動産が評価されるように、選

ばれるようにしていこうということのような使われ方というのは、今はあまりされていな

いというのが実態です。 

 いろいろな制度で国交省、経産省、環境省がBELSの普及の補助制度をつくっているので

すが、実態としては現状では補助金目的で使われているだけであって、なかなか国が意図

しているようなほうには広がってきていない。 

 国がそこまでやっていてもそういう状況なので、カーボンレポートに関しては努力義務

すら課されていない中でということで言うと、現実的にこれが使われるようになるのは相

当距離としては遠いなというのが実際のところかという感じがしています。 

 もう一つは、参考になるかどうか、以前御紹介したことがあるか忘れましたけれども、
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長野県が３年か４年前に、正式名称は忘れてしまいましたけれども、建築物環境省エネル

ギー表示制度だったか、そんなふうな制度を始めていまして、これは国の一次エネルギー

消費量とか住宅も対象にしているので、私もお手伝いしているエネルギーパスとか、あと

は住宅の独特の表示制度とか幾つかを対象にしているのですが、そのいずれかで建物を表

示する、取引のときに説明しなさいと、これは義務になっているのです。その後、やはり

あまり普及が進んでいない状態で、使われていないのが実情のようなのです。 

 なので、そういったことを踏まえると、なかなか今の延長線上での普及というのは相当

ハードルが高いというふうに言わざるを得ないのかなというのが、そういう身もふたもな

い話になってしまいますけれども、実際のところはそんな感じかなという気がします。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

○鯉川委員 東京都もありましたよね。説明義務があったのは１万平米でしたか。 

○新井 そうですね、新築の環境計画書制度については公表。 

○鯉川委員 取り決め。 

○新井 そうですね。 

○鯉川委員 説明義務があるのですけれども、罰則はないですよね。罰則はありましたか。 

○新井 罰則はなかったと思います。 

○鯉川委員 という感じで、新築して半年でしたか、１年ですか。 

○新井 エネルギー性能評価書の表示は６か月。 

○鯉川委員 ６か月を超すと説明の義務はなくなるので、一応東京都もありました。私も

後で聞いてびっくりしたのですけれども。 

○吉田委員 リストだけでも公開されていますので、逆に調べようと思えば一定の、計画

書制度は2010年からでしたか。2010年以降の5,000平米以上の建物はどういうレベルなのか

というのは見に行けばわかるということはあります。 

○堀江座長 そうですね、見に行けば。 

○吉田委員 しかも今年からBELSとその星のつき方は連動しますので、３段階ですけれど

も、そういう意味では客観的に、国の表示制度というのができましたけれども、実際に表

示しているところはほとんどゼロに近い状態ですけれども、東京都で一定の数がそういっ

たことで探りにいこうと思えば見られるというのは非常に大きいのではないかと思います。 

○堀江座長 そうですね。先ほどの話題の計画書制度との連動のところはできたらいいで

すよね。 

○清宮委員 この議論というのは、「鶏が先か卵が先か」の議論なのですね。これは、こ

のパートナーシップ会議をやり出したときからずっとそこから議論の対象になっていまし

て、オーナーが言わないから仲介業者さんのほうはやらないのか、それとも仲介業者さん

が聞かないからオーナーが言わないのか。仲介業者さんが聞かない理由は、テナントが求

めていないから聞かないのかという、もうこの堂々めぐりみたいな議論なのですよ。 

 ただ、私は、やはり一つのエポックは昨年の建築物省エネ法の施行だと思っているので

す。機会があれば私も話をさせてもらっているのですけれども、まずは大手さんがきちん

と表示していくことだと思います。やはり大手さんがきちんと表示をして、エコマークと

BELSをとって、努力義務と言わずに大手さんは社会的責任だというぐらいのつもりで、ま

ずビルに表示を始めてもらいたいのです。もらいたいと中小ビルの僕が言うのも本当は変
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な話なのですけれども、ただ、省エネを本当に国として進めたいのだとすれば、まずは大

手さんが表示をしていく。大手さんが表示するということは、イコール、大手さんが所有

している、あるいはファンドさんが所有している、今度は中小のビルについてもそれでテ

ナントに訴求力があるということであればそういうところにも普及していくと思うのです。

そういうところに普及してくれば、おのずと今度はテナントさんが関心を持つようになる。

ある意味で、BELSなりエコマークがついているビルというのは、大手さんかファンドさん

の優良なビルばかりではないかとなると、当然、このマークがあるビルが優良ビルという

一種のイメージというのができてくると思うのです。 

 そうなったときに慌てるのが我々中小ビルオーナーなのです。要は、持っていないと優

良ビルではないということをみずからが表示する、旅館業法でいうところの消防のマーク

と一緒だと。これはとらなければだめだよということになれば、当然とるためには省エネ

を進めなければいけないという順番でいくのだと思うのです。 

 ですから、そういう意味では、やはり行政の役割として大事なことは、ある一定の規模

の会社さんについては、努力義務といわず義務化するとか、あるいは、前にも議論になり

ましたけれども、重要事項説明の中に項目として省エネ性能という話は入れてもらう。こ

れは不動産業界等の問題だとは思いますけれども、そういう何らかの強制力のあることを

してマーケットに訴えかけていかない限り、ここで幾ら議論をしていても中小ビルオーナ

ーの意識は変わらない。 

 これは、先ほど申し上げた昨年のデータですからね。90数％のオーナーが表示は要らな

いと。理由は必要性を感じないというのが４割、それから、制度があり過ぎてわからない

というのが３割なのです。どれをとればいいかわからないというのが３割、それから、そ

ういうのをやれる人材が社内にいないというのが２割５分、４分の１ぐらい。オーナーさ

んにそういう人材がいない。それが実態だということを踏まえていただければ、この議論

というのは行政の強力なリーダーシップが必要な項目だと思います。 

○堀江座長 ありがとうございます。私の言いたいことも言っていただいて。 

 国のほうの話にちょっと戻りますと、皆様御存じのとおり、新築の省エネ基準の適合の

義務化も始まるので、多分それでBELSか適合マークかわかりませんけれども、これは、今、

非住宅の部分は全くといいますか、余り伸びていないところもきっと伸びていくと思うの

です。そういうところをきっかけにカーボンレポートもうまく乗っていけるようにすれば

いいのではないかというふうには思っています。 

 お時間が大分たってしまいましたので、あと、これだけ言いたかったという方がいらっ

しゃいましたら、お一方、お二方に御発言いただいて、きょうはそこまでにしたいと思う

のですけれども、いかがでしょうか。 

○今関委員 今のお話を聞いていてイメージを湧かせていたのですけれども、例えば仲介

会社としてこういった項目をどうやって発信できるかといえば、恐らく各社が持っている

検索サイトとかに、よくホテルの検索だと星幾つとかありますけれども、そういうような

形の検索項目にこれが入るようになってくると認知が広がるのか。つまり、そこに乗っか

るような形のものをつくっていただかないと、余り細かくても、星でいえば５つぐらいが

ホテルだと限界ですから、例えば4.5とか3.5ぐらいはあるかもしれないですけれども、例

えばそのような形になってくると検索するときに、星３つ以上のビルを選ぶとかいうよう
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なユーザーの方がふえてくれば自然と入ってくる、そんなような、我々として提案資料の

中に載せるというよりは、多分一番入りやすいのは検索サイトに載るかということかと思

いました。 

○堀江座長 ありがとうございます。非常に実務的な参考になる御意見だったと思います。 

○吉田委員 そのためにも数が必要。 

○堀江座長 そうですね。 

○吉田委員 この前、住宅の検索サイトの方が言われていましたけれども、住宅は、先ほ

どBELSの評価件数が１万3,000と非住宅に比べて大量にありますけれども、今はまだ検索で

きないようにしているというふうに言っておられました。それは数が少なくて、それをや

っても全然物件がリストに上がらないからだということで、箱としては用意されて実際に

入れるようにしているのですけれども、それでもまだ検索できるレベルまで普及していな

いということでした。住宅でもまだそういうレベルなので、やはり「鶏が先か卵が先か」

みたいなことで、どれだけ普及させることが重要なのか、そちらのほうが重要だと思いま

す。 

 すごく簡易な形でもとにかく表示、やはり先ほど意見で出た、どんなものでも何らかの

ことを重説の中に入れるとかいうようなことができると、それがカーボンレポートでもい

いと思いますし、BELSでもいいと思いますし、そのレベルからスタートするのが一番早い

のではないかと思います。 

○村田委員 以前、国交省さんの環境ポータルサイトに弊社の物件情報を載せていただい

たときに、それを見たお客様から「あの物件はあいてないのか」というようなお問い合わ

せをいただきました。仲介さん経由で情報を広げていただくというのも一つの方法でしょ

うが、例えば東京都さんが「この物件はカーボンレポートで星幾つ」というような情報を

掲載するウエブサイトをつくってくれるのであれば、リーシングに困っているビルオーナ

ーにとっては一つの魅力的なコンテンツになると思います。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 内田さん。 

○内田委員 今のようにサイトに載せるとかそういうのも一つだと思うのですけれども、

これだけのものを現につくられているということもありますし、もっともっと原始的なこ

とを言うと、ビルに行けば必ずどこかに張ってあるとか、表示制度なので表示されて初め

て使われるというところもあるので、どこかに行けば必ず見れる、それがサイトなのかも

しれないし、ビルそのものかもしれませんけれども、そういうものがあるといいのではな

いかと思います。 

○堀江座長 表示されて初めて表示制度だということですね。 

 ほか、最後にお一方だけもしいらっしゃれば。 

○金子委員 先ほど大手企業の話が出たので、済みません。東京ビルヂング協会は中小も

いれば大手企業もたくさんいるものですから、特にBELSについてなかなか大手企業が手を

挙げてくれていないというのは、髙橋さん、重々御承知の状況だと思います。 

 私なりに思うのは、現時点で星の４つとか５つとか割と高い星の表示をとるのが今の計

算だと非常に厳しいということがありまして、やはり大手の日本を代表するような企業の

最先端のビルで４つとか５つとかとれないということになると逆のマイナスイメージにな
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るということで皆さん様子を見ているというのが現状だと思います。 

 環境表示というのも確かに法律で強制してしまえというような話もあるかもしれないの

ですけれども、一方で環境というのは生命とか安全に対して影響を及ぼすものでもないの

で、そういったものを罰則かけてまでやるというのは課される側からすると抵抗感もある

話なので、当面は地道にPRを重ねていって、できれば中小の方がたくさんラベリングして

いるのに大手が出さないので、それは恥ずかしいというような形で環境をつくっていくぐ

らいの地道な活動から始めるのがよろしいのではないかというふうに思います。 

○堀江座長 ありがとうございます。ここのところは皆様それぞれ御意見があるというこ

とかと思います。 

 議論も尽きないかと思うのですけれども、若干予定の時間を超えてそろそろ５時になっ

てまいりますので、一旦ここで議論を終わらせていただきたいと思います。 


