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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７月20日（木）15時～17時30分 

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２報告事項の説明） 

○堀江座長 どうもありがとうございます。 

 大きく２つ、昨年度の採択された事業のところ、あるいは事業そのものとセミナーのお

話だったと思うのですけれども、御質問どなたからでも結構ですので、あればお願いしま

す。 

○髙橋委員 グリーンリース普及促進事業についてお伺いしたいのですけれども、昨年度

の実績として申請件数５件で、助成金交付総額１億円ということで、予算規模で言うと６

億円となっていますから２割弱ぐらいの消化率というイメージですね。予算規模が今年度

大分拡大していて、ほぼほぼ同じ内容のように見えますので、そういった意味では消化さ

れるのかなというのはどうなのかなと気になっているのですが、その辺はどのようにお考

えになっていますか。 

○田部井 今年度、事業規模をかなり拡大しましたので、事業周知にもなるべく力を入れ

ておりまして、いろいろな雑誌とかホームページとかでも掲載していただきました。今年

度の件数は年間を通して二十数件を見込んでいて、今回、７月末の締め切りということで、

まだ確定ではないのですけれども、受付の相談などを聞くところによると２桁はいくので

はないかというところでございます。 

○髙橋委員 わかりました、ありがとうございます。 

○宮田 今の段階でグリーンリースのセミナーを２回、１回目は10月12日、２回目は１月

にやったのですけれども、１回目は都民ホールでやったのですが、初回から定員を超える

申し込みがあって途中で打ち切ったぐらい多くの方に来ていただいて、最終的には１回目

は二百六十何名に参加をしていただいて、２回目も多分200名ぐらい参加をしていただきま

した。助成事業の説明会自体も120名ぐらい参加をしていただいたというのは去年ありまし

て、かなり皆さんの関心が高いなというところがありましたので、予算を拡充して、何と

かできたというところでございます。 

 今まで我々がいろいろとセミナーとか説明会をしている中では、多くの方に足を運んで

いただいて、関心も高いという数字はいただいておりますので、引き続きセミナーとかい

ろいろな機会でグリーンリースの内容であったり、事業のPRはしてまいりたい。皆さんも

ぜひとも御協力いただければと思います。 

○吉田委員 申請の窓口に相談がいろいろあるかと思うのですけれども、相談に訪れた上

で実際に要綱とその現場と、こういったことがネックになって、申請したいのだけれども、

難しいですねというようなケースもあると思うのですけれども、何か具体的に、どういっ

たところがネックになっているという話はあるのでしょうか。 

○田部井 課題としては、申請する際にまだテナントがいない部分があって、空きの予定
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で申請できますかという話であるとか、あとは逆に埋まってから申請したほうがいいです

かという相談が何件かありまして、それについてはこの事業でも事前にいろいろな方にヒ

アリングをしたりして、空きテナントが一部いても、そこと次に入るテナントと契約する

予定ですよという形で申請できるようにはしております。 

 ただ、それは若干リスクがあるので埋まってから申請したいという方もいて、そうしま

すと時期が今回の７月ではなくて、後半にずらそうとか、そういうところがあるので、そ

こが課題というか、いつ出てくるか読めないという部分ではございます。 

 もう一つは、オーナーがテナントに１棟貸しとかしていて、さらに細かいテナントとか

がいたときに、どこまでやればいいですかという話も幾つかございました。ただ、そうい

うケースはまだ実際の申請としては出てきていませんので、その辺、今回申請があるかど

うかというところです。 

○宮田 あとテナントさんと協力関係というか、合意点を見つけなければいけない。普通

の事業と比べると手間がかかるところもあって、今回、助成事業はグリーンリース契約を

結んだ専用部に補助を出しますよということなので、たくさんテナントさんがいて、なか

なか協議が整わないとした場合に、この事業については１事業所１回しかないというとこ

ろからすると、今、全部整っていない中で申請してしまうと、これからもっと広げていき

たいというときに、もう少しテナントさんとの協議が整ってからしなければいけないかな

というところがあります。我々は６億という規模の中で、その多くはモデルケースという

ことで、１事業所１回としたところがあるのですけれども、今回、事業規模も大きくなっ

てきたところもあるので、検討する余地が今後ある。 

○吉田委員 １事業所１回のことですけれども、１社１事業所ということですよね。我社

の中小ビルオーナーの実態調査によりますと、中小事業者のほとんどが１物件か２物件。

２物件以内というのが64％、3から９物件のところが29％で、要するに９割ぐらいの事業者

は１桁のビルしか持っておられないのです。 

 私が聞いている話でも、テナントさんにそういう話をしたいといって、２棟持っておら

れます。補助金を使いたいのだけれども、１社１事業所ということがネックになっている。

対象となっているような規模のところであれば、テナントさんに均等に話をしていって、

まとまったところで申請できる。棟数の対象を広げてくれると具体的に申請できる可能性

が拡がるという話を聞いています。普及のためにも、オーナーさんの活動としてもテナン

トさんに均等に働きかけるという観点から言っても、申請棟数を検討いただく余地はある

のではないかと思います。 

○宮田 今後皆様から御意見を検討して進めてまいりたいと思っています。 

○堀江座長 １つの事業者さんの複数のビルに対して、一括で案件として成立するような

可能性も今後は考えていかれるということですか。 

○田部井 一括というか、手続上はビルごとに申請をしていただく形になるのですけれど

も、それが１ではなくて２とか３でもいいですよと。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 ほかに御質問ございますでしょうか。 

○清宮委員 今の吉田さんの御意見は全くそのとおりなのですけれども、同様に先ほどお

話も出ていましたが、まだ空室だからできないというケースもあろうと思うのです。最終
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的に決まった段階で全部やりたいというようなケースの場合に、１回の申請で終わりにし

ないで、例えば全体ではこういう計画だけれども、そのうち前段階でここをやる。最終的

には申請した部分を全部やりますよ。みたいな契約の申請の仕方も許容してもらえると幅

が広がってくるなという気がします。その辺もぜひ御検討いただければと思います。 

 というのは今の形だと例えば７割はやれるのだけれども、３割できない。それだけ残し

てやるというのも非常に抵抗があるというか、オーナーサイドからすると結局この部分は

どうするの、残ってしまうねという形になるのは嫌なのです。やるならば一斉にやりたい

ので、ぜひその辺のアローワンスというのか、余裕を見ていただけるとありがたい。実態

に近くなってくるという気がします。 

 もう一ついいですか。先ほどの前年度の実績の中で、運用のグリーンリースが１件だっ

たというお話がございましたけれども、それは補助金としてはどのくらい出るような内容

だったのですか。 

○田部井 運用のグリーンリースを結んだ範囲も、設備改修をすれば対象になりますよと

いう位置づけでやっているので、設備改修の契約範囲と同様に、そのテナント部分の設備

改修費用は助成対象になっています。 

○清宮委員 その部分の費用って、運用だと特に設備投資がないですよね。 

○田部井 運用自体はそのフロアの例えば消灯をやりますよとかいうのを結んでいただく

のですけれども、そのテナントについても設備改修をもししていれば、それも補助金の対

象になりますというルールにしています。 

○清宮委員 だからしていなかったわけでしょう。運用改善だけのグリーンリースという

ことで終わってしまったのかなと思ったのです。 

○田部井 そのテナントさんのエリアは、既に設備改修をやっていて、以前に設備改修済

でしたので、プラスアルファで積極的に運用改善を結んだと聞いています。 

○堀江座長 運用改善だけに補助金が幾ら出ましたという形ではないという理解でいいで

すね。 

○田部井 そうです。 

○清宮委員 難しいと思うのです。補助金を算定するのが難しいだろうなと思って質問し

たのですけれども、実はその質問をした真の意味は、実際にこの間のセミナーでもあるビ

ルオーナーさん、私の後にお話した方は、もうほとんどビルメン任せでしたという話でし

た。要はビルメンさんが全部やってくれましたというお話だったのですけれども、あれが

実態だと思うのです。 

 オーナーサイドで何でも仕切れるオーナーは本当に少ないと思います。大半が間に立つ

第三者、２番目にお話した豊国さんみたいに、彼らの場合にはビジネスになっているので

す。そうでない一般のビルメン会社さんにとってみると、汗をかいても何もないのです。

実際にテナントさんと話をして、話をまとめていくのは恐らく大半のビルはビルメンさん

が動くと思うのです。ビルメンさんか、あるいはPMが入っていればPMさんが動く形になる

と思うのですけれども、でもそういう人たちにしてみれば何のメリットもないのが現状で

す。 

 その辺で運用改善のグリーンリースという予算、対象経費の中に調査費用があるではな

いですか。この調査経費というものはどういう部分まで認めてもらえるのかというのをも
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う少し具体化したほうがいいのではないか。ある程度は汗をかいた人に調査費用の費目で

何らかのフィーが出ますよということになれば、BMあるいはPMの方々も、オーナーとテナ

ントの間に立っているのは彼らですから、彼らも汗をかく意味が出てくると思うのです。

現状だと彼らにとってみれば汗をかいても何の意味もない、メリットもないということだ

と、ほとんど動かないという実態に近くなるのかなと。そういう意味ではこの間のセミナ

ーの浜町さんの事例は、まさに実態をあらわしているなと思って私は聞いていたのですけ

れども、ですからそれが現実問題として多いと思います。その辺を少し変えていくことに

よって、普及する幅がぐっと広がる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。 

 ほかに御質問、御意見ございますか。 

○吉田委員 グリーンリースのアンケートについてもう少し教えていただきたいのですけ

れども、知っていたが66％でかなり高いのですが、これもだんだんふえてきているという

お話だったのですが、参加者の内訳の中でいわゆる建物ビルオーナーさんというのは十

数％ということで、あとは管理会社さんであるとか、メーカーさんであるとか、どちらか

というとプロの方だと思います。ビルオーナーさんだけに限った認知度みたいなものはわ

かりますでしょうか。 

 実感としてはなかなか、まだまだ進んでいないのではないか。ビルオーナーさんの６割

強もよく御存じだとはなかなか思えないので、逆にそこら辺の実態が内訳でわかると感覚

としてつかめるのかなと。または今後周知していくときに、どこをターゲットに、どうし

ていったらいいのかということがわかるような気がするのですけれども、何かそこら辺の

内訳がわかりましたら。 

○田部井 現状ではそこまで細かい要素ごとでの集計は行っていませんので、今後のセミ

ナー等でもう少し細かくできればなと思います。 

 あとはこのセミナー自体は去年、今年は特に拡大してやっておりまして、参加している

方々の名簿などをざっと見ますと、そういう環境関連とかに興味がある方が結構多いのか

なと。そういうものもあるので、一般的な認知度からしたら高くはなっていると思います。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 若干予定の時間を過ぎつつありますので、先に行きたいと思うのですが、私からも簡単

なコメントを２点ほどさせていただければと思うのですけれども、１つは既にお話が出て

いる、若干アローワンスを設けたらいいのではないかというお話の中で、多分、２段階あ

って、１つの同じ事業者さんの同じビルで先ほどの７割について決まっている。残り３割

決まっていないという場合には、最初の７割のところで申請を認めて、追加の３割につい

ては次回、非常に簡易な審査でできるとか、そんな制度が１つあり得るのではないか。 

 ２段階目としては、同じ事業者さんで別のビル。その場合はそこまで簡易にはいかない

と思うのですけれども、少なくとも事業者審査は終わっているということで、最初のケー

スほどではないのですが、全く初めての方に比べると簡易に審査が済むとか、そのような

形にすると、なかなか全部まとまり切らないので申請できないというジレンマは多少解消

できるのではないかと思いますというのが１点。 

 あとは14ページのところでグリーンリースの課題というところで、契約内容のようなよ

り実践的なところについて今回、回答が集まったということなので、この後の後半のグリ
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ーンリース実践の手引の検討にもかかわってくると思うのですけれども、多分、契約書と

か削減効果の算定方法とか、このあたりも典型的なのはこうですというものをもう少しは

っきり示してあげればいいのかなという気もしていまして、今、多分５社しかまだ事例が

ないので何とも言えないのですけれども、個別に本当に国のガイドはあるものの、ほぼゼ

ロから契約書を皆さんつくっている。そうすると大変だと思うので、都バージョンの契約

書のひな形はこれですぐらいまでつくってあげたほうがいいのかなという気がしましたと

いうことです。 

 ということで今のお話は後段の話にもかかわってきますので、続いて事務局より今度は

検討事項の御説明をしていただいて、その後また皆さんと続いて議論をしたいと思います。 

 では御説明のほうお願いいたします。 

 

（事務局より資料２協議事項「手引き」の説明） 

○堀江座長 どうもありがとうございます。 

 本日、グリーンリースの議題が４つあると思うのですけれども、そのうちの１番目、こ

のグリーンリース実践の手引についてということで御説明をいただきました。年内に作成

めどという話だったと思いますので、時間があるようで余りないとも言えると思いますの

で、全体的な方針から細かいところまで、どんなことでも結構ですので、皆さん御意見あ

ろうかと思います。どなたからでも結構ですので、よろしくお願いいたします。 

○今関委員 細かい点なのですけれども、延床面積を表示するときに坪も表示してほしい

のです。業界的には結構、特に年配の方は坪で見ていく。あと規模をあらわすのにワンフ

ロア面積とか、基準階面積というのは、中規模と書いてありますけれども、中規模という

のはかなり抽象的な言い方なので、ワンフロア面積を見てうちのビルと同じぐらいだなと

かいうのを感じるので、可能であれば基準階の貸床面積でもいいですし、基準階の法延床

でも構わないのですけれども、ワンフロアの面積を入れていただけると我々としてはわか

りやすいので、お願いします。 

○堀江座長 実務的に大事なポイントだと思います。 

○今関委員 仲介的には。 

○堀江座長 多分皆さんこれを初めて見られると思いますので、見ながらということだと

思いますが。 

○髙橋委員 この冊子が、誰がどういうふうに使うのかというイメージがいま一つ湧いて

いないのですけれども、先ほどの清宮さんのお話を踏まえると、実際には恐らくビルメン

会社さんとかがこれを使って、オーナーさんにこういうものがあるのでやりませんかとい

うのを説明するのかなという気がします。仮にそうだとすると、いきなり事前準備から入

っているので、国交省のグリーンリースガイドを読んでいてグリーンリースを基本的に理

解していることが前提になっているのだと思いますが、それでいいのかと。後ろのテナン

ト向けのページがあるではないですか。これに近いような内容でいいと思うのですけれど

も、最初にまずグリーンリースとはという説明が１、２ページあったほうがいいのかなと

いう気がしました。 

○田部井 説明の中ではお伝えしていなかったのですけれども、今回、御提示しました４

点については、独自性を出す部分というところで今回御意見をいただきたいと考えていて、
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実際の構成としては今、スライドとかで表示できないのですが、昨年３月に目次ベースで

一度お示ししていまして、その中で前段に、もちろんグリーンリースとはこういうもので

すよとか、設備改修、運用改善はこういうものですよという基本的な部分は入れようと考

えております。 

○堀江座長 そうすると若干違うかもしれませんが、本体の19ページ、グリーンリースの

基本というものが一番最初にあるのが、グリーンリースとはみたいなところになるという

ことですかね。 

○清宮委員 今の髙橋さんの御意見に近いのですけれども、私もこれを拝見していて、初

めにグリーンリースありきなのです。だからグリーンリースをしましょう。拝見していま

して非常にわかりやすいなと思いました。けれども、大半のオーナーはグリーンリースと

いう言葉どうこうではないと思うのです。要は設備の改修をしなければいけない。電気設

備が大分古くなってきているなとか、空調が大分悪くなってきているなとか、テナントか

らいろいろと文句が多いなとか、そういうところがスタートだと思うのです。そろそろ改

修する時期かなと。そういうところから入っていって、最終的にはグリーンリースという

方法があるんだというところに流れていくような気がするのです。 

 ですからグリーンリースというものを最初に出されてしまうと、関係ないなで終わって

しまうような、入り口が違うような気がするのです。まず入り口は設備の改修、老朽化し

てきたものを改修しませんかであり、正直言って、省エネしませんかというのはなかなか

通じないのです。うちはとりあえずいいよと。よそがやってくれればというオーナーさん

が多分大半、結構多いと思うのです。ですからビルが競争力を維持していくためには、設

備の改修は必要なので、そういうニーズがあるというところからスタートしたほうが、そ

の答えとしてこれが出てくるというものなのかなと。要するにもうひと押しするために補

助金もいただけるし、テナントさんからも協力していただける方法があるのだと。それが

グリーンリースなんだ、そういうストーリーかなという気が私もしています。そこまでい

くとすごくいいと思います。 

○吉田委員 やはり皆さんおっしゃるように、そこら辺がスタートだと思うのです。具体

的に現場の意見を聞いていても、テナントさんと対応していて競争力を持つために何とか

しなければいけないとか、ビルの中で起きている問題点を課題解決するためにしなければ

いけないというところからスタートすると、実はグリーンリースに結びつく。ところが、

営繕とかコストで設備を変えなければいけないから始まると、実際のテナントを対象とす

る部門がなかなか調整が大変だとかいうことで、その辺がネックになる場合があって、そ

れ以上進まないケースがあると聞いています。 

テナントさんのためにとかいうあたりからスタートするようなストーリーがうまく組める

と、説明できると、具体的なすばらしい方法としてグリーンリースがあるんだということ

になる気がします。 

○堀江座長 ありがとうございます。お二人の御意見ともごもっともということかと思い

ます。 

 ほかに関連でも、もっと別の細かいことでも結構です。いかがでしょうか。 

○吉田委員 具体的な計算方法とか、そういったものはまた別につくられるわけですね。 

○田部井 はい。その辺は今回の４つ以外の部分で項目として入れております。 



7 

 

○新井 簡単に計算できるようなものは用意します。 

○吉田委員 わかりました。 

○髙橋委員 ビルオーナーサイドからグリーンリースを進めていくのを前提にしているよ

うな印象を受けるのですけれども、何となくオーナー側はこのグリーンリースを進めるメ

リットはそんなにないような気がしていて、むしろテナントサイドが光熱費が安くなって、

さらに環境がよくなるのであればメリットがあるような気がするのです。ではテナントサ

イドがこれをやろうと思わせる、最後にテナント向けのチラシみたいなものが用意されて

いますけれども、テナントにどのようにこの情報を発信してアピールしていくのかという

のが１つポイントなのかなと思います。そのあたりテナント向けには何かお考えでいらっ

しゃいますでしょうか。 

○清宮委員 まさに私もそれも言おうと思ったのですけれども、髙橋さんのおっしゃるよ

うに、テナント向けの資料も頭がグリーンリースではないですか。これは違うような気が

するのです。要はテナントさんにしてみても光熱費を下げませんかなのです。テナントに

してみれば、何で光熱費が下がるのというところから逆に入っていったら、設備を新しく

してもらう。オーナーさんにグリーンリースを持ちかけて、設備を新しくしてもらいまし

ょうよと。それにはグリーンリースという方法があって、それには都がいろいろな補助を

しているんですよ。というストーリー展開のほうが、テナントも何これという気になる。

頭にグリーンリースの御案内となってしまうと、多分テナントさんにしては何かわけのわ

からないのが来たよで、ポイという形になってしまうのではないかという気がするのです。

やはりキャッチの部分が大事なのかなという気がするのです。 

○髙橋委員 それから、テナントへのアプローチはなかなか難しいのかなという気がして

いるのですが、この冊子の話を超えてしまうのですが、ジャストアイデアレベルなのです

が、13ページに省エネ促進税制ということで事業税に関して書いてありますけれども、話

が大きくなってしまいますが、例えば事業所税をグリーンリースを使ったとか、もしくは

一定の省エネ性能を持っているビルに関しては、事業所税をある程度減免してあげるとい

う制度は考えられないのかなと思いまして、そういったルートでテナント側は省エネ性能

の高いビルへの入居、改修を望むような形というのは考えられないかなと思います。 

○堀江座長 ありがとうございます。今まで出た御意見は、まず最初にグリーンリースと

いうのはあくまで手法なので、省エネであったりとか、快適性ということをまず前面に出

して、そのための手法としてグリーンリースがある。これは手引もそうですし、テナント

向けの１枚紙も、そういう形で導入のところを変えたほうがいいのではないかということ

です。テナント向けのインセンティブということではほかの制度面もあるのではないかと

か、そういうお話だったかと思います。 

 ほかに御意見ございますでしょうか。 

○清宮委員 そういう意味でもう少し申し上げますと、手引の事前準備のステップが私は

違うと思うのです。最初はグリーンリースの基礎知識はなくていいと思うのです。最初は

どういう動機があるかというところから入ったほうがいいと思うのです。要はテナントさ

んから不満が出ていますとか、あるいは蛍光灯を変えたいと思っているとか、LED化したい

と思っているとか、空調機が古いから取りかえなければいけないと思っているとか、テナ

ントさんから文句が出ているとか、そのようなところをまずステップの最初としてチェッ
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クリスト化していったほうがいいと思います。そういうことがある人は次のステップで、

では解決をどうするかというステップが流れていって、最終的にグリーンリースという方

法がある。それがわからなければ第三者のサポートもあるという、この後の流れはすばら

しいと私は思います。本当に最初のところはまず動機づけをしていくということで、オー

ナーであり、あるいはテナントであっても同じだと思うのですけれども、お金をかけない

で何かやる方法があるらしいよとか、省エネをしなければいけないという潜在認識はみん

なあると思うのです。総論の部分ではみんな認識は持っている。ただ、各論になると話は

違うというだけですから、そこでの動機づけというのが一番最初にあるべきかなという気

がします。 

○堀江座長 大体よろしいでしょうか。どうぞ。 

○内田委員 御意見いただきたい事項で３と４のことなのですけれども、都の支援策の提

供のところも、Q＆A形式ですごくわかりやすく書いていただいているので、目次の部分も

こういう制度ということで目次があるのではなくて、こういうことを取り組みたいのだけ

れども、どうしたらいいかなみたいな、まずＱのところで目次をつくるみたいな感じのほ

うがわかりすいかなという気がしまして、タイトルも東京都の省エネ支援策ということよ

りも、そういう内容のほうでタイトルをつけていただいたほうがいいのかなという気がす

るのと、テナント向け案内はパンフレットの案はつくっていただいていて、ここに今、お

話に出ていたような内容で、テナントさんに訴えかけるにはどういうところがポイントだ

ということが少し書かれているだけで、多分説得力は違うかなという気がします。要はこ

この案内に書いてあることになるのだと思うのですけれども、少し説明があると具体的に

説明しやすいのではないかという気がします。 

○堀江座長 鯉川さんだけ御発言いただいていないのですが、大丈夫ですか。 

○新井 せっかくなので教えていただければと思うのですが、ビルオーナーさん側がテナ

ントさんに、自分のメリットというのは置いておいて、いいことがありますよ、という提

案をする機会とか、そういう省エネ設備などにとらわれずに、アプローチをするタイミン

グでしたり、こういったときにそういうことをオーナーさんでやったりするので、お知ら

せすることがあるよとか、何かイメージできるものがあるのでしょうか。 

○清宮委員 新井さんの御質問の意味は、合っているかどうかわかりませんけれども、ま

ずオーナーサイドから設備を改修したいということをテナントに言うことは、まずないと

思っていいと思います。 

○新井 例えばほかにも大きなフロア１つ空いて、有利にお貸しできることがありますよ、

皆さんに同じように提案するというのは難しいかもしれないのですけれども、テナントさ

んに有利な条件でこういうことってあるのですけれども、いかがですかみたいなものをお

知らせしていく、何か手紙というかチラシですとか、アプローチをしている案件というの

は。オーナーさんがそのように、テナントさん、こういういいことがありますよというも

のをチラシでつくっていただいて、それを各入居者の方にオーナーさんがちゃんとメリッ

トとして伝えてほしいなというのがこのチラシの我々の意図でして、初めての取組なので、

あったらそういうものも参考にしながら情報として取り入れたいなといったところでござ

います。 

○清宮委員 正直言いまして、このテナント向けのアンケートは、LEDぐらいはいけると思
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います。使いやすいかなという気はするのですけれども、空調とかになった場合は話の次

元が大分違ってきてしまうのです。金額も張りますので、逆にオーナーからすれば、こう

いうものをテナントで配りたくないというオーナーのほうが多いと思います。下手に配っ

て、やってよと言われてしまったら出ていくお金がすぐ億を超えていく話になっていくの

で、幾ら補助金が4,000万最高出ると言っても、おいそれと決断がつく話ではないので、逆

に握り潰したい側に動くと思うのです。こういう話はしないでくれという方向で動くと思

います。 

○新井 スタンダードはそちらですよね。省エネに限らず、テナントさんだけに有利な提

案をする機会が余り今までなかったと思うので、今回はそういったところにも切り込んで、

チラシでオーナーさんが営業というか、テナントさんに有利な条件を提示するという内容

を踏まえているので、参考にしたいなというところでお聞きした次第です。 

○清宮委員 その有利、不利というのはピンと来ていないのですけれども、基本的にはオ

ーナーからすれば、お金をかけないで賃料が入って入居率が高いのが一番理想的です。た

だ、そう世の中うまくいかないので、当然ながら老朽化してくればテナントさんの不満が

出てくる。不満というのは突き詰めていけば退去につながるので、だからその不満を何と

か抑えたいというところが大体動機だと思います。だからテナントさんに有利だからやり

ましょうとか、そういう発想は原点にないと思います。要はテナントさんにいてもらうた

めに、満足度をいかに高めるために何をしなければいけないか。でも、できればしたくな

い。だから不満が顕在化していないのだったら、見て見ぬふりをしたいというオーナーさ

んのほうが私は多いと思います。 

○今関委員 それが先ほどの事前準備のところでも不満とか、テナントさんと向き合って

何か問題があるかどうかというところが。 

○清宮委員 動機がそこにあるからです。 

○今関委員 そういった視点になってくる。 

○清宮委員 だからグリーンリースが動機ではないですし、省エネも動機にはなり得ない

なと思います。温対法があるから省エネをやらなければいけないんだと思っている中小ビ

ルオーナーが果たして何％いるかという議論になってしまうと思います。何割ではなくて、

本当にごく少数だと思います。そういう次元で考える方は。だから大半の方はやはり動機

は賃料と入居率です。稼働率を上げたいということと、それから、退去を防ぎたいという

ことがまず動機なのです。そのために設備は仕方がないから取りかえていくというのが実

態だと思います。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 時間が若干押していまして、鯉川さんもし御意見があればお願いします。 

○鯉川委員 大体お話されたとおりなのですけれども、たまたま私はことしの春先に、う

ちで専任募集をしているビルの家主さんがLEDに変えたい。ついてはテナントにグリーンリ

ースの承諾をもらってきてくれというのが来まして、たまたま管理会社さんに電気の使用

量も出してもらって、グラフをつくって、年間ここに書いてあるように、これだけ安くな

りますからどうですかということで、結果的には１発オーケーなのですけれども、ただ、

そんなに大きなビルではなかったので年間で20万とか、そんなものなので、月に直すと２

万円そこそこぐらいしか下がらないのですけれども、月というより年間でこれだけ下がり
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ますからと言うとオーケーなのです。ですから先ほど清宮さんのお話で、家主さんがやる

という覚悟があれば、このテナントさんのところには例えばあなたの会社の照明はLEDにな

っていますかみたいなところから入って、LEDにするためにはグリーンリース契約というも

のを結べば、LEDにしてもらうことができますよみたいになってくると、基本的にはテナン

トさんはほぼほぼ諦めている人が多いと思うのです。もともとこれがついているので、LED

にしたいと思っても変に家主さんに言うと、どうぞ勝手にやってくださいと言われること

があるので、テナント側からLEDにしてくれというのは余り言っていないと思うのです。そ

ういう意味でテナントの入りはLEDぐらいのほうが入りやすいかなと。でも家主さんの覚悟

がないと、なかなかテナントにはチラシというのは出しづらいというところはあると思い

ます。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 では、ひと通り皆様の御意見をいただきましたので、この議論は一旦このぐらいと思っ

ているのですけれども、私からも最後１つだけコメントを追加させていただきますと、資

料の４ページで、このチェックリストはほかの方からもコメントがありましたが、本当に

よくできているなと思うのですけれども、４ページのステップ６の⑤、⑥、⑦あたり、先

ほどのアンケート結果にもあったのですが、削減効果とかグリーンリース料の設定のとこ

ろが多分一番みんな悩ましいところだと思うのです。テクニカルにはですね。最初、動機

づけとかそちらが一番大事なところなのですけれども、いざやる気になった後はここが大

事だと思うので、以前も申し上げたことがあると思うのですが、国のガイドではこういう

やり方がありますという列挙だけで、こういう場合にはこうしたほうがいいですよまでは

踏み込めていないので、少なくともLEDの場合には、こういうやり方で計算して、事前に定

額を決めることができて、後から実績値ではなくて定額でこういう形で決めてやったらい

いですよぐらいまで踏み込んだらいいのではないかと思っていまして、そのあたりはこの

グリーンリース料の設定について理解を深めたい方は何ページへという、その辺まで踏み

込めればいいなと思っています。 

 以上です。 

○鯉川委員 実際には電気代にグリーンリース料ということで１円上乗せしたのです。２

円やっても大丈夫だからと家主さんに言ったのですけれども、その家主さんは１円でいい

と。それで５年間。リース契約が終わったらグリーンリース料はなしで、テナントさんの

もうけですよみたいに、そんな内容にしました。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 あと事務局に対するお願いというか御相談なのですけれども、多分、皆さんこれきょう

初めて見たので、気がついたところだけ今コメントいただけたと思うのですが、持ち帰ら

れて見ると、追加のコメントを思いつかれることもあると思うのです。例えば今後１週間

以内ぐらいをめどに、追加でメールなんかで御意見があればそれも出していただくという

ようなことにしていただけると、追加の建設的な意見も出てくるのではないかと思いまし

て、よろしければそのような形にさせていただけないでしょうか。 

○宮田 まだまだこれからつくり込みますので、それを過ぎても構わないです。何かあっ

たら御連絡いただければ我々で考えたいと思います。 

○堀江座長 追加のコメントはありということで。 



11 

 

○鯉川委員 毎回言っていますけれども、ぜひ都知事の写真を。 

○清宮委員 人気が出ます。 

○鯉川委員 ちょっと一言、大義があるといいですね。東京都さんとしてCO2の削減とかそ

ういうものを掲げてありますので、一言あるといいですね。なぜ東京都さんが一生懸命や

っていらっしゃるかというのが一目でわかると思います。 

○宮田 確実とは言えませんけれども、そういうことも念頭に入れながら進めていきたい

と思います。 

○鯉川委員 元環境大臣ですから、ぜひ。 

○今関委員 社内なりで意見を聞くという場合に、これをPDFで送ってもらうことはできる

のでしょうか。社内で周知するときはどうしてもメールベースになってくるので、もしこ

れを社内で意見を吸い上げるという話であると、紙でPDFをつくるよりは、もともとのもの

を送っていただいたほうがきれいなので、お願いしたいと思うのですが。 

○堀江座長 可能であれば。 

○宮田 そういう意味では、この会議は公開で、資料についても公表するという前提にな

っているので、PDFで皆さんにこちらから御案内することもできると思いますので。 

 

（事務局より資料２協議事項「省エネアニメ」の説明） 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 最初に１つだけ御質問ということで、こちらに関してはいつぐらいにアップされる予定

なのですか。逆に言いますと、今、出尽くさないコメントというのはいつぐらいまで、こ

れに関しては受け付けていただけるという感じでしょうか。 

○宮田 スケジュール的には年内には完成させて、提供してまいりたいと思っていまして、

できれば我々としては皆さんに多く知ってもらう機会としてプレス発表を大々的に、毎年

２本つくっているのですけれども、２本の新しい省エネアニメということで、年内にプレ

ス発表していきたいと考えております。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

○新井 そこで重要になってくるのは、こちら声優を入れてアフレコしてということなの

で、その前にセリフをまず固めないといけない。セリフを固めるのが８月上旬ぐらいまで。 

○浅井 そこでレクの期間と収録の期間で大体１カ月、１カ月ぐらい見ていたりします。 

○新井 なので８月上旬くらいまでにはセリフというのは一旦固めて、アフレコをしたい

と考えてございますので、御意見があればそれまでにいただければ、ぜひ参考に反映でき

るものをしていきたいということでございます。 

○堀江座長 それでは、またどなたからでも結構ですので、御自由に御意見をおっしゃっ

てください。よろしくお願いします。 

○今関委員 内容ではないのですけれども、話題性からすればぜひ知事に出てもらうとい

うか、声で入ってもらうぐらいの話題性があると、いろいろなところで拡散していいので

はないかと思いました。 

○髙橋委員 アクセス数が全然違いますね。 

○今関委員 別にこの活動自体が政治的に悪い話ではないので。 

○堀江座長 そうですね。何らかの形で知事の関与があると全然違いますね。 
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○新井 本当に知事のほうで何かお考えあれば、入っていただけるといいかなと思うので

すけれども、まずは、いいものをつくっていきたいと考えてございます。 

○髙橋委員 そういう意味では冒頭の部分が気になったのですけれども、最初にいきなり

みんなが省エネはするべきだと思っているという前提で始まっている感じがするのですが、

そこは本当にそうなのか疑問に思います。そういう意味では例えば知事に御登場いただく

のであれば、最初にパリ協定があって、業務部門では39.9％で、これからテナントビルの

省エネ性能を高めるのがすごく大事なんですよというのを知事が最初に言うぐらいであれ

ば、何か可能かなという気がしたのと、「何のために」というのが最初弱い気がしたので

す。そういうものを感じました。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 何のためにという意味で先ほど宮田課長もおっしゃった、ビルの価値を上げるためだと

いうところが。 

○髙橋委員 今、堀江さんがおっしゃいました、ビルの価値を高めるというキーワードだ

と思うのですが、そこも最初の部分でもう少しきちんと説明してもいいような気がしまし

た。このシナリオだと、そこは見る人に余り伝わっていない気がしますので。 

○堀江座長 ほかにいかがでしょうか。 

○新井 この登場人物の中で、近くのビルに行ってきてLEDがきれいだったよということと、

テナントさんからも言われていますよというところで、一応そういう流れ的にはオーナー

さんとしてもテナントさんの要望を聞きましょうと。 

○髙橋委員 それってビルがきれいだったらいいなというレベルではないですか。ではな

くて、ビルの事業を営む上で競争力を確保していかないと、これから厳しいんだよという

話には、この内容ですとそういう意味のビルの価値を高めるという話にはつながってこな

い。もう少し踏み込んでもいいような印象は受けます。 

○堀江座長 多分、タイトルに入っているといいと思うのです。１つのやり方としては。

見ていった中でわかるというのは今、多分そういう構成にされていると思うのですけれど

も、ビルの価値が上がるのだったら見てみようと思うかもしれないという順番かなという

気もするところかと思います。 

○髙橋委員 まさにそうだと思うのです。タイトルが気になったのですが、グリーンリー

スを知らない人にグリーンリースって何だろうというタイトルは、全然訴求しないと思う

のです。グリーンリースという言葉がなくてもいいぐらいで、サブタイトルにちらっと入

れば十分だと思うのです。メーンは今、堀江さんがおっしゃったようなタイトルのほうが

多分、見る方をひきつけるのではないかという気がします。 

○堀江座長 皆さん御自由に、いかがでしょうか。 

○髙橋委員 さらにいいですか。後半の部分なのですが、情報として逆にこの目的からは

外れている情報が盛り込まれている感じがしていて、例えば後ろから６枚目、運用改善に

関するものもあるんだとか、その後のカーボンレポートとかも伝えたい気持ちは理解でき

るのですが、逆に何のビデオなのか、見ている側からするとすごく情報が発散してしまっ

ていて、ピントが絞り込まれていないような印象を受けます。オーナーにグリーンリース

を使って省エネ改修工事をやってもらおうということに絞ったビデオであるならば、この

辺の情報はむしろ外してしまったほうがいいのではないかという気がします。 
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 それから、後ろから５枚目の「それぞれのメリットを整理したものはこれじゃ」という

セリフなのですが、このセリフだけで画面を読み取ってねというのは無理だと思うので、

ここはちゃんとセリフでそのメリットを説明しないと伝わらない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 グリーンリースの説明という頭が我々にあったので、といっても設備改修がメー

ンなので設備改修のお話というのは運用改善もあって、運用改善という中ではコミュニケ

ーションとして設備改修によらない取り組みもできますよみたいなことも入れて、さらに

削減効果もグリーンリースをする上では必要なことなので、そのためにはこのツールも使

いますよと。せっかく去年つくったので入れ込んだのですけれども。 

○髙橋委員 何を目的とするかです。グリーンリースの知識をちゃんとひと通り持ってく

ださいという目的であれば、これでいいと思うのです。ただ、全然知らない人にいろいろ

な情報がわっと来てしまうと、多分混乱してしまうだけだと思うので、そこの目的の設定

によってこの辺の考え方は違ってくると思います。 

○宮田 その辺は幅広く皆さんからいろいろと意見をいただければありがたいと思います。 

○堀江座長 まさに目的によってとおっしゃったとおりで、ここは御意見が分かれるとこ

ろかもしれないので、ほかの方も今でなくても、８月上旬までということなのですかね。

追加の御意見があればぜひ直接メールや電話等でお寄せいただければと思います。 

 今の段階ではほかに御意見はございませんか。大丈夫ですか。どうぞ。 

○内田委員 この省田さんという人がどういう方なのかというのがしばらくわからないま

ま話が進んでしまうので、２枚目というか表紙の次の画面でテナントさんとオーナーさん

が出てくるのですけれども、その次に出てくる省田さんというのがオーナーの会社の従業

員の方なのですよね。それがわかるのにしばらくかかってしまうのかなという感じが。テ

ナントさんに話してみますぐらいまで、２枚目の途中までいかないとわからないかなとい

うのがあったのと、関連するかもしれませんけれども、３枚目で出てくるオフィスという

のはオーナーさんのオフィスなのですよね。そこもちょっと。省田さんが働いている場所

なのですよね。 

○宮田 そうなのです。写真のところが、いいところを見てきたところで。 

○内田委員 その辺も省田さんが誰かがわかるともう少しわかりやすいかなという気がし

ました。 

○髙橋委員 省田さんは若者ではなくて、ビルオーナーっておじさんのほうがイメージし

やすいかもしないですね。この若い人がビルオーナーというのはイメージしにくいので、

私も最初混乱しました。 

○宮田 ２枚目のスライドに年配の方がいますけれども、こちらぐらいの人がいい感じな

のですかね。 

○髙橋委員 そうですね。何となく私の勝手なイメージですが、ビルオーナーさんはそう

いう年配の方のイメージがあります。 

○堀江座長 私が余り意見を言うのはあれなのですけれども、全体的なお話として東京都

さんとしてはシリーズ物でつくっているという前提があるのだと思うのです。省田さんは

どういう人だというのもあれば、省エネというところでずっと説明しているので、そのシ

リーズだとあると思うのですけれども、これだけ単体で、初めて見る人という発想で考え
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ると、今のようないろいろなコメントが出てくるということではないかと思うので、そう

いう視点を入れていただけるとよろしいかなと。 

 

（事務局より資料２協議事項「広報、普及」の説明） 

○堀江座長 ありがとうございます。 

 今後の普及等についての幅広い、何でもということで御意見があればということだと思

うのですけれども、いかがでしょうか。 

○髙橋委員 ちなみにこれは業界誌などにはインタビューを受けて記事にしてもらうとか、

そういったアプローチはされる予定でしょうか。 

○宮田 今まで週刊ビル経営に記事を書いていただいたり、広告という形で取り扱ってい

ただいたことはございます。 

○髙橋委員 住宅新報あたりも記事にしてくれるのではないですかね。 

○田部井 あとRE-SEEDの情報誌に掲載させていただいたり、清宮さん経由で「設備と管理」

に募集説明会の情報を載せていただいたり、幾つかは。 

○宮田 あとは地球温暖化、フジサンケイグループが出している隔月の月刊誌などにも載

せていただいたりしていますけれども、何かいいところがあれば、こちらのほうで情報提

供してお願いしてみたいと思うのですが、住宅新報さんですか。 

○髙橋委員 もしあれなら記者の方を御紹介します。 

○宮田 可能であれば、よろしくお願いします。 

○堀江座長 日経エコロジーとかはどうですか。 

○宮田 記事にはなっていないです。 

○吉田委員 あとビル協さんの月刊誌と一緒に配付していただけるようなリーフレットを

つくって、それが中小企業ビルのオーナーさんに一番ダイレクトに届くので、そこでわか

りやすい形のものをつくって、きょう意見が出たようなところを反映したようなビルオー

ナーさん向けのものを作ると、ダイレクトに届くのではないかと思います。 

○堀江座長 おっしゃるとおりです。 

○吉田委員 ビル協さんはいろいろな周知活動をしていますし、先日、清宮さんたちがま

とめられたアンケートでも、グリーンリースに関してのアンケート項目なんかも取り入れ

ていただいたりしていますので、協力いただけるのではないでしょうか。我々も今、ビル

オーナーさんの実態調査をまた今年度やっていまして、その中でグリーンリースに関する

項目を入れていますので、結果報告の中でアピールすることができたらなと思っておりま

す。 

○今関委員 あと、私からの提案としては商工会議所です。テナントにも届きますし、中

小ビルオーナーさんも結構入られたりしていて、あと公的な団体なので、月１ぐらいで何

か会報を出しているはずなのですけれども、かなりの数の会員がいるので、周知するには

いいルートかなと思います。パンフレットとかですよね。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

○清宮委員 最初の話に戻ってしまうのですけれども、１社１事業所という件ですね。制

限があると、普通は１社の問題があるから一番大きなビルでやりたいわけです。ところが、

そこがまだ本社ビルを兼ねていて自社使用部分が結構あるので、そこをどうしようかと考
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えあぐねてしまっていて、そのほか持っているビルは小さいので、それをやってしまった

ら今度はこちらが使えないねということでやっていないのです。だからそういう問題もあ

るので、ぜひ１社の件はビル単位で考えてもらえるとありがたいという思いはあります。 

○宮田 直近が後期の募集になるので、今みたいなところをもう少し皆さんに使いやすい

形で検討したいと思っています。タイミング的には秋頃になろうかと思います。 

○田部井 概ね９月の中旬から下旬ぐらいだと思います。 

○宮田 募集説明会の開始が10月ですので、もし検討した結果正式に要綱を変えてこうい

う形になりますと、９月中には。 

○清宮委員 協力するという意味で声はかけていて、やりましょうよという話はオーナー

にもしているのですけれども、１社の問題がひっかかってしまって、だったら本社ビルで

やりたいねと。量が大きいから。小さいと千数百のビルなのですけれども、そこをやるだ

けでもいいのだけれども、そこはテナントも固まっているからやりやすいのだけれども、

１社の条件があるからやらないで置いてあるという状況です。 

○宮田 そういう御指摘は、この場では前向きに検討しますということだけは申し上げさ

せていただいて、正式には次回の募集は９月に御案内をさせていただくということで、よ

ろしくお願いします。 

○堀江座長 ありがとうございます。 

○鯉川委員 テナントがいないとだめなのですよね。 

○宮田 そこはそうですね。最終的なところではテナントがいる状況でないと。 

○鯉川委員 家主さんの改修とか投資の中で、テナントをつけるために投資する、改修す

るというのが一番ですよね。ちょうど退去したときは工事をするタイミングなのです。そ

こは何かひと工夫あるといいと思うのですけれども、いずれテナントを入れるためにやる

と思うのですが、自社で使ってはまずいというところは確かにあると思うのですけれども、

でも最初はテナントがいたけれども、結果的には退去した後は自社で使っているというの

も考えてみれば一緒なので。 

○宮田 今はどのタイミングでテナントさんと。 

○田部井 今は全体はもちろんテナントがどこかの１社さんはいて、そこと契約を結ぶと

いうのが前提なのですけれども、空室が幾つかあったときに、入居予定するという前提で

その部分も設備改修の対象とすることはできます。ただ、そこに入居してもらってグリー

ンリース契約は工事の始まる前の届け出には出してくださいねというふうにしているので、

その部分は若干厳しいかなと思います。 

○宮田 申請段階はできるけれども、工事開始届のときまでには一応。 

○清宮委員 埋まっていなければだめなのですね。 

○宮田 そういうところです。 

○鯉川委員 なかなか難しいですね。 

○田部井 逆に工事が終わったけれども、入りませんでした。ではその分だめねとなって

しまうと、そもそもの申請自体の取消という可能性も出てきてしまうので。 

○清宮委員 追加でしてくれればいいのですよ。枠としてまず申請を受け付けておいても

らって、とりあえずグリーンリースが済んでいるところだけの補助金を出してもらって、

その後、入居が決まりました、グリーンリースをしましたと言ったら、新たにふえた部分
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についても後送りで補助をいただけるというルールはあってもいいのかなという気がしま

す。そうしたら全部やってしまおうという決断ができる。 

○鯉川委員 ただ、がばっと空いたときが工事するときなのです。入居しているときに工

事は結構費用もかさむので。 

○清宮委員 やりたがらないですね。 

○鯉川委員 入居しているときは余り投資したくないです。出るとかクレームとかなった

らしようがないねということで。 

○清宮委員 そのとおりです。 

○宮田 今は開始届のときには必要というのを、完了届というのはできるのかな。 

○清宮委員 余り意味がないです。だってLEDで例をとれば、そんなに工期はかからないで

すから、その間にテナントが今、決まっていないものが決まるかといったら、そんな甘く

ない。半年、１年のタームです。 

○堀江座長 そもそも改修工事というのはどういうときに起きやすいかというお話と、グ

リーンリースなのでテナントがいないと始まらないという、その妥協点をどこでというこ

とだと思うのですけれども、可能な限りで柔軟な対応ができれば広まるかなということだ

と思いますので。 

○鯉川委員 グリーンリースが始まる前、今回１回目でしたけれども、その前は設備改修

で補助金はありましたね。 

○新井 それはグリーンリースとか関係なくて、テナント部分であれば。 

○鯉川委員 そういう意味では厳しくなった。 

○新井 そうですね。要件がついている分、厳しいです。 

○髙橋委員 いま一つわかっていないのですけれども、清宮さんがおっしゃったのは、そ

の枠をまず採択されたときに与える。工事が終わっても、その時点では補助金は出なくて、

テナントさんとグリーンリース契約を結んだ後に交付申請をして、その部分の助成金が出

るとするわけにはいかないのですか。それは平成32年まででしたっけ、何年間かあるわけ

ですね。その枠の中でやってくれればいいですよと。 

○宮田 もともとはグリーンリースを結んでもらっていることを条件に。 

○髙橋委員 いや、逆にグリーンリースを結んだことを条件に助成金を交付するというふ

うにすれば、本質は同じだと思います。ですから空室の部分の照明なりを変えてもらって、

テナントが入居してグリーンリースを結ぶと、それをエビデンスとして助成金を払えばい

いわけですね。最初に枠だけ与えておいて。 

○今関委員 テナントとグリーンリースが結べなかった場合は、オーナーが自腹で負担す

る。 

○髙橋委員 そうなりますね。ですから募集のときに助成金をもらうためにはそういう契

約を結ばなければいけないということでしょう。 

○鯉川委員 募集のときにグリーンリース契約が必要ということで募集すればいいわけで

すね。 

○新井 基金の枠があるので、大枠でとっていってしまうと点数とか予算自体に影響が出

てくるので、そういうやり方をとっていないので、ただ、今後もそれはとれないかどうか

というのはまた別の話で、従来では大枠でとってしまうというやり方は件数が減ってしま
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うので従来とはやり方を変えないといけないですねというのはあります。 

○鯉川委員 動機は強いと思います。 

○宮田 いろいろと、枠が広がりましたのでより使いやすいというところで、ただ、とは

言っても枠がある話なので、それをより積極的にやっていただく方に最初に執行しなけれ

ばいけないというところもあるので、その辺の兼ね合いの中であと残り１年半、どういう

形で一番、申請される方にいいのかという観点で、見直すところは見直してまいりたいと

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協議事項の説明） 

○堀江座長 どうもありがとうございます。 

 カーボンレポートについてということで、これまで何回か皆様と重ねた議論を反映させ

ていただいて、７ページの形でほぼイメージが固まってきた。書き込まれる項目も燃費な

んかの情報も入れたりとか、ベンチマークの図示のところもシンプルにわかりやすくとか、

大分皆様の御意見を取り入れていただいたということだと思います。 

 ですので追加でもっとこうしたらという御意見もあるとも思いますけれども、どちらか

というとこれを前提に、いかに普及を図っていくかというところが皆様からいただきたい

議論のきょうは主眼になるということだと思いますので、どなたからでも結構ですので、

ぜひ御意見をお願いいたします。 

○髙橋委員 基本的な質問なのですけれども、「20％」は何のパーセントですか。 

○田部井 導入範囲です。 

○堀江座長 ７ページのピクトグラムの説明書きを見るとわかるということですね。 

○髙橋委員 この下に導入範囲が書かれる。 

○堀江座長 言葉が入るのですかね。 

○田部井 その予定です。 

○今関委員 導入範囲ということは、この数字が高いほうがいい。20％よりも80％がいい

ということですよね。 

○清宮委員 星の数と導入範囲は連動するのでしたっけ。 

○新井  別で星は省エネ型であれば星３つですし、通常のものだったら星２つとかいうふ

うに、星の数で省エネのレベルが上がっていく。それがどれだけの範囲に入っているかと

いうのがパーセンテージと記載したいと思っています。 

○堀江座長 Ｃ－１で言うとブルーの星が２つで、黄色の星が１つというのは、これは２

つ星という意味なのですか。１つ星という意味ですか。 

○田部井 １つです。 

○清宮委員 星は色を消したほうがいいですね。 

○吉田委員 こう並ぶと20％は通常のものより20％効率がいいとか、そのように見えます

ね。 

○堀江座長 削減の程度あるいは性能なのか、導入範囲なのかというのが一目瞭然でわか

るようにしたほうがいいですね。 

○吉田委員 大きくパーセンテージ出ているので、どうしてもそういうイメージがありま

す。 

○堀江座長 もともとの７ページの資料にあるもののほうが、星が性能で導入範囲が何％

だというイメージがかえってわかりやすいかもしれないですね。 

○田部井 この絵の部分だけを切り出しているので、周りが見えづらくなっております。 

○髙橋委員 絵の下に導入範囲20％とか入るのだと、この上の20％と関連性がわからない

かもしれないですね。 

○清宮委員 バランスが悪いですね。20％が大き過ぎる。これはそんなに重要ではないと
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言ったら語弊があるけれども、これがすごく重要に見えてしまうのです。だから導入範囲

がもう少し別の方法であらわせればいいことだけだと思いますから、星のほうが大事なの

でしょうね。まあ掛け算でしょうけれどもね。性能のいいものがどれだけ入っているかと

いう意味ですから。 

○宮田 刻みは10％単位ですか。 

○田部井 今は20です。 

○宮田 そうすると、超高効率機器が20％で、星２つが80％といったときに、星３つで20％

という表示と、星２つで80％という状況のときに、星３つが20％のほうが喜ばれるのです

かね。 

○吉田委員 テナントさんからすると、自分のところが高効率なのか、LEDなのかというこ

とが肝心なのであって、20％か、ビル全体が何％かは関係ないと思うのです。ですから下

に書かれているのは導入範囲が何％ですよ。でもどれだけの設備が入っていますよ。それ

で肝心の対象のところは、それが該当するのですかしないのですかということの順番だと

思うのです。20％がすごく強調され過ぎているのに違和感が。 

○髙橋委員 この数字はもっと小さくして、導入範囲が80％とか、導入範囲という言葉を

入れたほうがいいと思います。 

○清宮委員 数字だけ独立してしまうとわからないですね。 

 あと、このピクトグラムのLED照明が２つあって、丸と台形みたいなところが意味してい

るのは、蛍光灯型と白熱灯型の意味なのですか。 

○田部井 これは電球型か蛍光灯型で示しているだけで、それぞれで表示というよりは、

照明とわかるほうを使いたいなと思っていて。 

○清宮委員 ではどちらか一本に絞られるのですね。ならいいです。 

○堀江座長 ついピクトグラムのところにコメントが皆様集中してしまっているようです

けれども、ほかのところも含めましていかがでしょうか。 

○吉田委員 ７段階表記はいいですね。前は少しわかりづらかったのが、ＳからＡ以上が

標準以上ということで段階になっていますし、すっきりしたのではないかと思います。 

○清宮委員 ベンチマークの７段階表記のところで、右のほうでAAがあって、矢印で-20％

となっているのは、このビルの位置づけをあらわしているのですよね。このビルの位置づ

けをAAであらわすのがいいのか、逆に左側を見ればAAランクにいるというのはわかるので、

当ビルとか出したほうが私はピンとくるのです。このビルがAAというのは、この矢印のメ

モリがこのビルを指しているんですよという意味にしてくれたほうがピンと来るなと。何

で最初AAが２つあるのかなと考えていたのです。だからうちのビルはここのレベルにいま

すよという意味で、ここはAAと書かないで当ビルでいいような気がします。 

○宮田 ヨーロッパの表示は、自分のところはどこにありますよというのはどのようにな

っているのですか。 

○田部井 大体こんな感じです。 

○堀江座長 AAと書いてあったかわからないですけれども、矢印みたいな、ここですよと

いうのがわかるようになっているのですが。 

○今関委員 私も同じ表で質問なのですが、上のＳのほうが省エネレベルが高いというこ

とは、そちらのほうが棒が長いべきなのではないですか。こういうものなのですか。 
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○清宮委員 この棒がエネルギー消費量を示しているから、少ない方がいい。 

○宮田 ヨーロッパで普及が進んでいる表示の形というのが、こういう形なのです。それ

を踏襲した。○吉田委員 ヨーロッパは数字になっています。五十幾つとか。左側がラン

クになっていて、あなたのビルは60ですよとか、このAAのところに数字が入っています。 

○堀江座長 そうですね。Ａだと範囲が80から100ですよとかいうこともわかるようになっ

ていて、あなたのビルはその中の90ですよとか、確かにそういう書き方でしたね。 

○吉田委員 ＳとかAAの左側にその範囲が、数字で幾つから幾つというのが一番左側に数

字で並んでいて、SS、Ｓ、AA、AAAと記号が並んでいて、右側のAAのところにあなたのビル

が、例えばＳが80～100であれば、そこに当てはまるのだったら90とかいう数字が入る。 

○宮田 そちらのほうが丁寧ですね。 

○堀江座長 今のはシンプルになって非常に見やすいのですけれども、今の数字は小さく

入れるということで、あくまで記号、ＳとかＡとかが目立つという形で追記するのはいい

アイデアではないかと思います。 

○清宮委員 これを印刷して張るというか、掲示するときの枠というのか、挟むものがい

いかは別にしまして、もう少し体裁のいいものがあったほうがいいのかなと。うちのビル

の場合には、わざわざ自分のところで額を買ってきて、額に入れて出しているのですけれ

ども、ほかの認証マークはもっとかっこいいのです。BOMAなんかは立派な、高いなという

感じのものだし、ビル協の認証も結構いいものなのです。それと並べるとがくんと変わる

のです。だから何かよく写真や何かのあれで挟むようなものがあるではないですか。そう

いうものでもいいし、あるいはちゃんと東京都と入っているような、それは別にくれなく

ていいですから、買えばいいのですから、それがもったいないと思う人はパウチで張れば

いいし、高いものではないはずなので、1,000円、2,000円で買えるなら、それに挟んでや

りたいですね。そうすると少し格が上がってくるのかなと。 

○髙橋委員 BELSの場合は、BELSを運営している評価協会が幾つかデザインを用意してい

て、２万円とかだと思うのですけれども、申し込みによってA4サイズとかのプレートとか

盾とかをつくってくれるのです。同じようにクール・ネット東京さんがそういうものを有

償で受けてつくるようにしたらいいのではないですか。 

○宮田 安価でありながら、ちょっと格があるかなというのは印刷したものを透明なもの

に挟んでやるというのが、余り高価でなくて、でも様になっているという形だと思うので

す。 

○清宮委員 今のぺらぺらをそのまま張るというのは、いかにもとってつけたみたいなも

のでしょう。そうすると格がないのです。せっかく格付けしているのに。 

○髙橋委員 評価協会のページにはBELSのプレートの選択肢が出ていますので、それは１

つ参考になるかなと思います。 

○堀江座長 今のお話に関連する若干本質的な話になってしまうのですけれども、５ペー

ジのところでパートナーの意見を入れて、このように対応しましたという中で、個人的な

意見になりますが、下から２番目です。都の確認、第三者による確認というところについ

ては、実施の有無を含めて検討となっているので、その辺もクール・ネット東京がプレー

トを用意してとかいうところに、難しいというところにもつながっているのかなという気

もしまして、認証ではないのだけれども、正式に勝手に刷り出しただけではなくて、確認
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しているよというプロセスについては検討というのではなくて、ぜひやっていただきたい

なと、毎回申し上げているのですが、引き続き思っています。 

○髙橋委員 それがあるとGRESBとかの評価にはプラスになる可能性はあるのですか。 

○堀江座長 ないと正直微妙なところかなと。あればまさに都の評価というか、都の制度

としての評価になると思うのです。非常に簡易なもので結構だと思うので、毎度毎度議論

になっている数値に大幅なエラーがないかとか、そのぐらいの確認をぜひやっていただい

て、第三者のチェックが入る。そうするとクール・ネット東京がこのプレートについても、

これを使ってくださいということをやりやすくなることにつながるのではないかという気

がします。 

○髙橋委員 GRESBの評価対象になると、J-REITさんとかが使う可能性が出てくるのですか

ね。 

○堀江座長 もちろんありますね。若干話がそれるかもしれないですけれども、カーボン

レポートではないですが、そのもととなっているベンチマークを使った制度で中小低炭素

モデルビルがありますね。きょういらっしゃらないですけれども、リートさんで中小低炭

素モデルビルに申し込まれた方は最近ふえていると思うのです。この１年で。その理由と

しては正直、GRESBで評価されるからということもあるので、そういうインセンティブも働

くと思うのです。今のところ中小低炭素モデルビルまでとっていれば、まさにGRESBで認め

られていますけれども、自分が刷り出したカーボンレポートというだけではというところ

だと思うのです。 

○髙橋委員 普及のためには一番手間がかからなくて効果的かもしれないです。 

○堀江座長 そうですね。 

 あと皆様の御意見を伺いたいのですけれども、特に途中から来られたこともあって、ま

だ御発言いただいていない梅原さん、もし何かありましたらぜひお願いします。 

○梅原委員 ５ページ目の検討の中の一番最後のところの建物、燃費性能。前回のたしか

ここの会でもコストは結構テナントさんは意識するので、その金額が明示されたほうがわ

かりやす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、これが結局任意になる

と、書いてあるビル、書いていないビルという話になって、これはテナント目線かもしれ

ません。また比較がしにくくなって、結局、書いていないのは実際どうなのだろうと逆に

懸念というか疑いを持ってしまうような感じになるので、やるならやる、やらないならや

らないのほうが個人的にはいいのではないか。任意と言うほど曖昧さが出てしまうのでは

ないかという気がしました。 

○堀江座長 ありがとうございます。ここは御意見が分かれるところかもしれないですね。 

 関連で御質問になるのですけれども、例えばこの部分だけが表で、こちらの情報は裏に

なるとか、これ全体で１枚表だとか、そういう意味では今どういう形で考えていらっしゃ

るのですか。 

○田部井 今は１枚ですね。昨年度御検討いただいたツールと同じようなイメージでいま

す。そのツールがもう少し変わってくる形です。 

○堀江座長 大きく変えなくてもできるやり方としては、まさに左側のそこだけを１枚目

にして、ピクトグラムと燃費のところが２枚目にするというやり方はあり得るかもしれな

いです。 
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○髙橋委員 コスト情報というのはどういう数字が入ってくるのですか。 

○田部井 コスト情報は書けるかどうかは置いておいて、電気料金の単価であるとか、も

しくは標準的に使用したら年間このぐらいかかりますよとか、もしくは平米当たりのkWh

なりギガジュールなり、幾つか書き方はあると思うのですけれども、そういったコストが

イメージできるものを書ける欄を追加する。 

○髙橋委員 円で表記すると、平米当たりの光熱費がここに出てくる。それはビルごとの

単価が反映されるイメージなのですか。 

○清宮委員 実績ではないですか。ですからそういう意味では基準はまずkW/平米年だと思

うのです。それにそのビルが買っている単価を掛ければ単純に円に変わるというイメージ

でしょう。 

○髙橋委員 それはビル側が電力会社から買っている金額が入るのですか。テナントが負

担する平米当たりの光熱費ですか。 

○清宮委員 基本的にはテナントが負担するほうを本来やるべきでしょうね。パススルー

の場合はそのままでいいわけですけれども、単価方式をとっているビルもありますから、

その場合には当然その単価で出す。これは前からずっと議題になっているのですけれども、

結局、テナントサイドからすると燃費が一番わかりやすいだろう。このビルに入ったら平

米年間で100円かかるのか、あちらのビルは80円だというほうがわかりやすい。ただ、それ

だと先ほど言った単価でやっているビルもあれば、パススルーでやっているビルもあるし、

いろいろなビルがあるからいきなりは難しいだろうということで、多分折衷案で任意にな

ったのだということだと思うのです。出せる人は出しなさいと。 

○吉田委員 燃費でCO2というのは、CO2とコストは結びつかないのです。熱源によって全

然違いますので、メガジュールであれば世の中にベンチマークがありますので、例えば弊

社もメガジュール当たりのコストをベンチマークで出しておりますので、ここの表示がCO2

とメガジュールと併記する形が標準であれば、世の中のベンチマークと比較することがで

きる。ビル協さんも平米当たりのメガジュール、我々も平米当たりのメガジュール、技術

者協会さんも平米当たりのベンチマークを公表しています。世の中にメガジュールは結構

出回っているのです。 

○清宮委員 一番原単位としては公平ですからね。 

○吉田委員 そこら辺がCO2と並んで公表されるということであれば、プラスそういったも

ののコストと掛け合わせると、想像がつくというか比較ができることになります。キロワ

ットだけですとガスとかいろいろと使っているビルと比較できませんので、一番代表的な

数字で、コストと結びつけやすいのは平米メガジュール。この原単位が同時に表記される

ことになると、テナントさんにメガジュールで出されてもわからないよとおっしゃるかも

しれないですけれども、それでもかなり実際の比較にはなるのではないかと思います。 

○堀江座長 CO2と、隠れてしまっていますけれども、一次エネルギー消費量が次に出てい

るわけです。ギガジュールと書いているように思いますが、それと出せればコストという

ことで、当然下に来れば来るほど皆さんの実感になりやすいということだと思いますので、

出せる限りそういうことを出していく。 

 あと、以前にたしか髙橋さんから御指摘があったような気がするのですけれども、kWh

というのも単に本当は単位なので、別に一次エネルギー消費量がkWhで出ることも本当はあ
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るのですが、どうしても皆さんの実感で言うとkWhというのは電気のことと思ってしまうと

ころもあるので、一次エネルギー消費量は確かにメガジュールで出したほうがピンと来や

すいのかなという気はします。 

○鯉川委員 これは実績値ですか。 

○新井 実績です。 

○髙橋委員 幾つかのビルで比較するときの電力というのも、例えばガスヒーポンのビル

だと電力はぽんと下がってしまうわけです。そこがもしかしたらミスリードしてしまう可

能性がありますね。電力だけの値を切り出すというのは。 

○堀江座長 電力だけではなくて、エネルギー全体を表示するということだと思っていた

のですが、そうではなかったのでしたっけ。燃費と書いてあるところの一次エネルギー消

費量あるいはCO2でも同じだと思いますが。 

○田部井 全体です。 

○宮田 一次エネルギー消費量はガスヒーポンを使っていると当然入っているけれども、

電力の中にはガスヒーポンの場合の消費量は。 

○田部井 入っていないです。電力の下にガスがあって、ガスも電力も任意で表示できる

ように決めています。昨年度いろいろ検討していただく中でCO2と一次エネは表示が必須、

電力、ガスは任意で一応表示できますよと。 

○清宮委員 では、これはカットされているわけですね。 

○田部井 イメージというところで今回の追加分だけピックアップしたので、先ほどのベ

ンチマークに数値がないとわかりづらいというお話も、この表の下には平均値幾つですよ

とか入っていて、前回、昨年度ツールをつくるときはベンチマークのところはシンプルに

したほうがいいので、数字はちょっと取り除いたほうがいいのではないかという意見もあ

りつつ、全体をきちんとお見せできていないのですけれども。 

○新井 カーボンレポートは、全体像としてはこれからピクトグラムですとか配置とか出

していく資料は公開を前提とした会議の中ですので、ポイントポイントを絞り出して、こ

のように御意見をいただいているので、そこはミスリードというか、こちらのほうで記載

されていないものも今、言ったように記載していくというようなことで考えておりますし、

ベンチマーク評価には当然ガスなども含めて、平均からどれだけ省エネになっているかと

いったものをベンチマークで評価していきますというふうに、このカーボンレポートは使

っていきたいと思っています。 

○髙橋委員 ガスに関して平均というのは、ガスヒーポンを入れている平均的なビルに比

べて、このビルはガスヒーポンを入れている。あくまでもガスヒーポンを入れているビル

としての比較ということですか。 

○新井 ガスヒーポンというよりは、エネルギー消費として、一次エネルギーの比較とし

てどれくらい省エネかどうか。 

○髙橋委員 それが２番目の一次エネで比較されますよね。その下に電力とガスというの

は入ってくるわけですね。電力、ガスというのは全部が電力のビルと、ガスと電気併用の

ビルがありますね。平均的なビルに比べてこのビルはこうですよというポジションは、そ

こで言う平均は何を平均とするのですか。 

○新井 それはガスと電気の割合とかいうのは特段考慮しないで、一次エネルギーとして
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平米当たりどれだけ使っているビルというふうに並べたときに、どこの位置にいるか。 

○髙橋委員 なるほど。ではその相対的なポジションを２段目の一次エネルギー消費量の

比較ポジションというのは、電気もガスも同じような相対的なポジションが表示されると

いう理解でいいのですか。 

○新井 電気もガスも合算してということですね。 

○清宮委員 CO2と一次エネまでは合算値でしょう。逆に電力以下は今度は分解値になって

くる。両方とも実績ということで。 

○髙橋委員 あくまで実績値が出るだけで、相対的なポジションは電力とガスに関しては

表示されないということですか。 

○堀江座長 分解されたところは出ようがないですよね。 

○髙橋委員 電力とガスに関して、そのビルが相対的にどういうポジションか表示するの

かしないのかというのはどちらなのですか。 

○田部井 それはしません。 

○宮田 こちら側の人間で事務局に相談はおかしな話なのですけれども、平米の考え方と

いうのは、個体で見るとt-CO2/年、ギガジュール/年、kWh/年、この後にガスの立米/年と

いう年間のそれぞれのボリュームが書いてあって、平米の概念が入っていない。 

○田部井 入っていないです。 

○髙橋委員 これはさらに平米が落ちているだけではないのですか。 

○田部井 ここは事業所全体のCO2排出量、一次エネ、電力、ガスという表示の部分であっ

て、この部分に加えて燃費としてこのコスト情報を追加しますよという部分なのです。そ

のコスト情報として追加するのが、先ほどの意見ですと平米当たりのメガジュールが多分

一番いいだろうということで。 

○髙橋委員 事業所全体としてのCO2とか一次エネの値を出す意味というのは何ですか。 

○田部井 これはカーボンレポートなので、この事業所がCO2をどのぐらい出していますよ

とか、そういうものを表示するというところです。 

○髙橋委員 それは誰に何を読み取ってもらおうという意図ですか。 

○田部井 それが結局ベンチマークでどのぐらいのランクとか、そういうところにもつな

がるので。 

○髙橋委員 ベンチマークとしては平米当たりでないと、ほかの複数のカーボンレポート

があるときに、事業所全体のCO2なりメガジュールの値があっても、面積が違えば比較でき

ないですね。 

○田部井 ここは別に比較するところではなくて。 

○新井 ビルの情報としてCO2はこれだけ排出しているビルですという、そこの着眼点とい

うのは事業所対策をしている我々としては、ビル情報の１つとしては必要だなと思ってい

ます。 

○髙橋委員 それは誰にとって必要な情報ですか。 

○新井 ビルがどういうビルかというものをあらわすときに。 

○髙橋委員 その情報は誰にとって有用な情報なのですか。 

○堀江座長 多分これは全体感がないので皆さん混乱していると思うのです。今のも/平米

というのはここには書いていないけれども、下には書くというお話でした。その部分がま



25 

 

さにベンチマークで、ここは追加情報ということだと思うのですが、きょうは時間かない

のですけれども、次回話すときには全体を出していただいたほうがいいと思うのです。 

○宮田 /平米の概念はまさにベンチマークが、髙橋委員がおっしゃられるように、このベ

ンチ自体が/平米の概念がそもそも入っているのです。今はこれがベンチマーク自体のベー

スになっているのがkg/CO2/平米というものがあって、平均値がＡ、この分野の平均値があ

って、それよりも何％数値が低いのがAA、さらにというふうになるのです。先ほどAAのと

ころに入ってくる数値というのが、これが具体的にそのビルのkg/平米もしくはメガジュー

ル/平米となるのです。それをもってこのビルがこの事業所、例えばテナントビルで言うと

今、都内でいくと1,500メガジュール/平米ぐらいが平均値なのです。それが仮にＡだとす

ると、この事業所が1,300メガジュール/平米であると、例えばAAで1,300という数字が入っ

ている。そのような形になるのです。 

○清宮委員 堀江座長がおっしゃるように、全体像が見えていないところで中身の議論を

してもしようがないですよね。本日検討してほしいことというのは、カーボンレポートの

課題と、普及に向けた可能な取り組みと、活用に向けた意見交換。それを議論してくださ

いということでしょう。 

○宮田 そうですね。 

○堀江座長 お約束した40分を過ぎてしまったので、まだいろいろ御意見あると思うので

すけれども、そろそろお開きという方向にしたいかなと思うのですが、カーボンレポート

に関しては最終版が出る前にもう一度、連絡会があるということでよろしいですか。 

○清宮委員 それか、あるいはそれこそメールで添付いただいて、意見を聴取するという

ほうがいいのではないですか。時間がないと思いますから。 

○堀江座長 メールをいただくときに、全体感を出していただくということでお願いでき

れば皆様、御意見出しやすいのかなと思いますので、そういう形でぜひ御検討いただけれ

ばと思います。 

 それでは、時間が大分超過しまして申しわけなかったのですけれども、本日の議論はこ

こまでとさせていただければと思います。 


