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環境不動産の普及促進 

 構造、設備などの環境性能が高く良好なマネジメントがなされている環境価値の高い不動産 
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 グリーンリースは環境不動産の普及促進を進める一つのツール 
  



背景・必要性 （地球温暖化対策） 

• 地球温暖化による気温上昇がもたらす様々なリスクの上昇（異常気象、海面上昇、経済的な損
失の拡大） 

• フランスで12月に開かれた地球温暖化対策の国連の会議ＣＯＰ２１では、新たな枠組み「パリ協

定」が採択された。すべての国が５年ごとに温室効果ガスの削減目標を国連に提出し、対策を
進めることが義務づけされた。 

• 我が国は、温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比マイナス26.0%（2005年度比マイナ
ス25.4%）の水準（約10億4,200万t-CO₂）とする削減目標を設定。 

 
• 我が国のCO２排出量の約２割が

業務その他部門（商業・サービス・
事業所等）から排出。産業部門、
運輸部門等が排出量を削減する
一方で、オフィス等からのCO２は
増加傾向 

 

• 上記削減目標達成のためには、業
務その他部門で2030年度に2013

年度比マイナス40％の水準にする
ことが必要 

 

 出所）環境省「2014年度（平成26年度）温室効果ガス排出量（速報値）」 
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背景・必要性 （ＥＳＧ配慮の流れ） 

• 投資家が不動産投資先のESG配慮を測る指標であ

るGRESB（グレスビー）が普及。2015年には、世界

で707社中、日本から35社（上場会社・Jリート24社、

私募ファンド11社）が参加 

• 上記参加の約700社のうち60％がグリーンリースを

導入 

• 投資家が環境・社会・ガバナンス（ESG）を配慮する流れ。ESG配慮は持続可能

な企業の成長と中長期的な企業・資産の向上に必要 

• 欧米の年金基金を中心に浸透しているが、日本でも普及する可能性大 

– 2015年9月に、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が国連の責任投

資原則（PRI）に署名 

– 2015年10月に、日本政策投資銀行（ＤＢＪ）がサステイナビリティボンドを発

行（環境認証が与えられた物件の建設や取得に限定して融資；調達額は約

400億円）  
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グリーンリースガイド 

• 環境不動産普及促進検討委員会（委員長：東京大学副学長 生産技術研究所 教授 
野城 智也）において、環境省、経済産業省も参加してグリーンリースガイドを作成中 

 

• 環境不動産ポータルサイト http://tochi.mlit.go.jp/kankyo/ にて、2016年度中に公開 

コンテンツ 

I グリーンリースとは？  

 1 Win-Winの関係を実現するグリーンリースのご紹介
  

 2 今、求められる環境不動産  

 3 ビルオーナーとテナントの自主的取り決め  

 4 「運用改善」と「改修」のグリーンリース  

 5 グリーンリースにより期待できること  

 6 グリーンリースに取り組むメリット 

  

II グリーンリースの手順  

 1 ビルの現状にあったグリーンリースに取り組みましょう。
  

 2 運用改善のグリーンリースの手順  

 3 改修を伴うグリーンリースの手順  

 

III グリーンリースに関する取組事
例 

  

IV 条項雛型  

 1 運用改善のグリーンリース  

 2 改修を伴うグリーンリース 

  

V グリーンリース条項・実例  

 1 覚書（実例1）  

 2 節電対策覚書（実例2）  

 3 グリーンリース条項（実例3） 
  

VI グリーンリースQ&A  
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グリーンリースとは？ 

• ビルオーナーとテナントが協働し、契約や覚書等により不動産の省エネなど環境負荷を
低減する取組について自主的（任意）に取り決め、ビルオーナー・テナント双方が水光熱
費削減等の恩恵を受けるWin―Winの関係を実現するための取組 

定義 

維持管理コスト

の削減

光熱費削減

執務環境

改善

オフィスワーカーの

知的生産性向上

不動産価値の
向上

CO2排出量削減

（環境法令対応）

企業

イメージアップ

ビルオーナー・テナントの

関係性の構築・深化
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グリーンリースの種類 

運用改善の 

グリーンリース 

改修を伴う 

グリーンリース 

•ビルオーナー・テナント間の
省エネ・環境配慮・原状回復
における協力に関する取組 

•ビルオーナーが実施する省
エネ改修投資のメリットがテ
ナントに帰属する場合に、テ
ナントがビルオーナーへメ
リットを還元する取組 
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グリーンリースにより期待できること 

•テナントとの協働による運用改善、LED照明への交換、高性
能空調設備機器の導入等により、エネルギー消費/CO2排出量
の削減等が期待されます。 

エネルギー 

（照明、空調等） 

／CO2 

•節水意識を啓発し、水消費量の削減を促進します。 水 

•分別回収の徹底により、リサイクル率の向上が期待されます。 廃棄物 

•適切な換気等による室内空気質の向上、温熱環境、光環境、
緑地を含む屋外環境の改善等が期待されます。 

•内装工事・清掃等において、揮発性有機化合物（VOC）や有
害物質を含有する資材・洗剤の利用の抑制が期待されます。 

利用者の快適性 
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運用改善のグリーンリース 

• ビルオーナー・テナント間の省エネ・環境配慮・原状回復における協力に関する取組をい
い、環境性能向上に向けた情報共有等の協力を明文化するもの 

定義 

主な取組の項目 

• （環境性能・執務環境の向上を目指す）協働体制の確立 

• エネルギー消費量などの情報共有 

• エネルギー/CO2排出量削減などの目標設定 

• 環境認証（グリーンビルディング認証・省エネラベリングなど）の取得・維持向上 

• ビルオーナー・テナント等が参加する協議会の開催 

• オフィスワーカーなど利用者の快適性への配慮 

• テナントが省エネ改修を実施した場合における原状回復義務の免除 
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改修を伴うグリーンリース 

• ビルオーナーが実施する省エネ改修投資のメリットがテナントに帰属する場合に、テナン
トがビルオーナーへ金銭的なメリットを還元する取組 

定義 

活用可能性 

• 運用改善のグリーンリースに取り組み、エネルギー消費量の情報等をテナントと共有し
たのち、共通の問題意識として設備改修等が必要と判断された場合 

• 標準的な設備よりも省エネ性能が高い設備を導入する場合 

• テナント室内の設備（照明設備、空調設備など）の更新時期が到来していないが、最新
機器と比較すると既存設備の省エネ性能が相当程度劣っており、改修予定の設備の環
境性能が優れている場合   等 
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グリーンリースに取り組むメリット 

ビルオーナー テナント

建物全体の運営コストの削減
　・メンテナンスコストの減少
　・環境性能が高い設備機器の導入機会拡大

光熱費等削減

従業員の生産性の向上

原状回復費の削減
　・環境性能が高い設備の撤去免除等

社会的メリット

CSR（注3）向上
  ・環境不動産の普及促進
  ・CO2排出量削減
  ・企業イメージアップ

CSR（注3）向上
  ・環境不動産の普及促進
  ・CO2排出量削減
  ・企業イメージアップ

その他
(利用者の満足度）

テナントの満足度向上
　・入居期間の長期化
　・ビルオーナー・テナント関係構築・深化

職場環境の改善
　・室内空気質の改善
　・温熱快適性の向上
　・室内照度の最適化
ビルオーナー・テナント関係構築・深化

経済的メリット 環境不動産としての価値付与
　・テナント保持の優位性
　・稼働率安定等に基づくNOI（注1）改善
　・ESG投資（注2）を志向する投資家への訴求力向上

（注1）NOI：Net Operating Income 純収益

（注2）ESG投資：投資家の投資プロセスにおいて、E（環境）、S（社会）、G（ガバナンス）の観点を反映し、投資先にもESGについて取り組むように

　　　 求める投資姿勢を言います

（注3）CSR：企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility）
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海外のグリーンリース①  

• 2005年、大手不動産会社のインベスタ社は、グリーンリースの取組を開始 

• 2007年、メルボルン市、シドニー市、ニューサウスウェールズ州政府等と共に、 「グリーン

リース・ガイド」を作成 

• 2010年、オーストラリア連邦政府は、グリーンリース契約書ひな型を策定 

• 政府機関が民間ビルにテナントとして入居する際、グリーンリースが義務づけ。環境認証の取

得・維持、ビル管理委員会の設置、エネルギー管理計画の合意など運用のグリーンリース。 

• 2012年、オーストラリア政府間協議会は、グリーンリース契約時に関係者となる弁護士を対

象としたガイドを策定 

オーストラリア 
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海外のグリーンリース② 

 

• 2012年、米国エネルギー省は「グリーンリース ライブ

ラリー」（ＨＰ）を立ち上げ。グリーンリース契約書雛型、

事例等を掲載 。 

• グリーンリースの普及に貢献したビルオーナー・仲介

業者・テナントをグリーンリース・リーダース（Green 

Lease Leaders）として年1回表彰 

 

• 2007年、大手不動産運用会社等25社が参加し、ビル

からのCO2排出量削減を目指すベタービルディング 

パートナーシップ（BBP）を設置 

• BBPが作成したグリーンリース ツールキット（Green 

Lease Toolkit）は、グリーンリースの原則、ベストプラク

ティス、グリーンリース条項、グリーンリース覚書の雛型

等を紹介 

米国 

英国 
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海外のグリーンリース③ 

 

• シンガポール政府は、2030年には全体の80%をグリーンビル

とする目標を設定 

• 2014年6月に建築建設庁がグリーンリース条項雛型を公表 

• 2014年9月に公表した第3次環境不動産マスタープランでは、

グリーンリースを導入したビルや、テナント・スペースのグリーン

ビル認証取得を推進したビルに対する表彰制度を設置 

 

• 「環境グルネル法」（2009年成立）に基づき、2012年以降に締結・更新された2,000㎡超の

小売・オフィススペースの賃貸借は賃貸借契約書類に加え、環境付属書類の添付が義務

づけられ、オーナー・テナント間のエネルギー消費状況に関する情報交換等が必要 

シンガポール 

フランス 
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グリーンリースの手順 

• ビルの現状にあったグリーンリースに取り組みましょう。 

  環境配慮型設備への対応 

対応ビル 未対応ビル 

テ
ナ
ン
ト
入
居
状
況 

既入居 

 

・運用改善のグリーンリース 
 
 既にテナントが入居していて環境配慮型設備を設置し
ているビルでは、その設備の効用を最大限に発揮させる
ために、オーナー・テナントが協力し、運用改善に努めま
しょう。 

 

・改修を伴うグリーンリース 
 
 環境配慮型設備の導入は、建物全体のエネル
ギー消費量削減/CO２削減を達成すると同時に、
テナントの光熱費削減にも寄与し、執務環境改善・
知的生産性の向上などを通じてテナント満足度の
向上にも寄与すると期待されます。オーナー・テナ
ントの経済的利益配分を適正化する「改修を伴うグ
リーンリース」に取り組んでみましょう。 

未入居 

 

・運用改善のグリーンリース 
（新規契約時にグリーンリースを導入） 
 
 これからテナントが入居する場合には、不動産賃貸借
契約書にグリーンリース条項を追加し、運用改善のグ
リーンリースに取り組むことが可能です。 

 

・運用改善のグリーンリース 
（新規契約時にグリーンリースを導入） 
 
 まずオーナー負担により環境配慮型設備の導入
を実施し、その後、この設備の効用を最大限に発
揮させるために、オーナー・テナントが協力し、運用
改善に努められるように不動産賃貸借契約書にグ
リーンリース条項を追加してみましょう。 
 
 また、テナントから専有部分に環境配慮型設備を
設置したいので、オーナー側が協力してほしいとい
う要請があるかもしれません。この場合にはテナン
ト発意による「改修を伴うグリーンリース」の取組が
有効でしょう。 
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契約の中身は？  

• 環境配慮や利用者の快適性向上に関する協
力、エネルギー消費量データなどの共有、エネ
ルギー消費量削減などの目標設定、環境認証
の取得、省エネ・環境協議会の設置、原状回
復義務の免除など 

エネルギーの消費量等の情報を共有する方法
は？ 

• 専用のWEBページ、会報誌に掲載、テナント
との協議会の場で報告、エレベーターホール
に掲示など 

共通目標は？ 
• エネルギー・水道消費等の削減目標、リサイク

ル率目標、環境認証等の取得など 

運用改善のグリーンリースの手順 

PLAN
グリーンリースに取り組む

目的の確認

DO
契約条項の

検討と実践

CHECK
協議会による

進捗状況のモニタリング

ACT
契約条項の見直し

対象は？  
• 省エネルギー（照明・空調など）、節水、廃

棄物削減など 
 
取り組む目的は？ 
• ビルの省エネを推進したい、環境規制に適

切に対応したい、環境認証を取得し、差別
化を図りたい、テナントからの執務環境改
善の要望に対応したいなど 

進捗状況のモニタリング方法は？  

• ビルのパフォーマンス・データが適切に共有され
ているか、ビルの管理（清掃サービス含む）が共
通目標に沿っているか、執務環境の快適性は
確保されているか、などを確認 

見直しの必要は？ 
• 不動産賃貸借契約期間中に、

目標そのものの更新・改定
を認めるケースも想定 

• ビルオーナー・テナント双方
が取組内容について、繰り
返し見直し、改善 
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【機密性２】 
グリーンリースと環境認証の関係性 

改修を伴う 

グリーンリース 

運用改善の 

グリーンリース 

設備改修等を経て、エネルギー消費量/CO2排出量の
削減等により、環境認証の加点要素に 

取組をすること自体が環境認証の加点要素に 

加点要素

CASBEE不動産
特に、ビルオーナーと居住者やテナントが共同して運用エネルギー削
減に取り組んでいる場合には、1ポイント加点となります。（「エネ
ルギー/温暖化ガス」「運用管理体制の構築」）

DBJ Green Bui lding認証
「Partnership」のカテゴリーにおいて「オーナー・テナント間の連
携・IRを通じた取組（テナントとの省エネ連携（節電等）等」での加
点となります。

BELS
(Bui lding Energy-effic iency
Labeling System)

グリーンリースにより設備改修を行い、省エネルギー性能の高い建築
物になった場合、BELSで高評価を取得できます。

東京都
優良特定地球温暖化対策事業所
（トップレベル事業所）の認定

CO2削減に向けたテナントとの会議体が設置され、会議が年2回以上
開催されると、「Ⅰ一般管理事項」の「CO2削減推進会議等の設置
及び開催」の評価項目での加点となります。

東京都
中小低炭素モデルビルの認定

「テナント等との協働関係」の評価項目での加点となります。

会社評価指標 GRESB

「ステークホルダーとの関係構築」の分野において「テナントとの協
働プログラム」（データの共有、協議会の設置など）」および「グ
リーンリース条項」（前述のほか目標の共有など）の評価項目があ
り、これらの項目での加点となります。

環境認証等

総合指標

エネルギー
関連指標
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運用改善のグリーンリースひな型 

主な項目  条項雛型  

協働体制 
（環境性能）  

甲および乙は、本物件の環境パフォーマンス向上に協働して取り組むものとする。 

協働体制 
（執務環境）  

甲および乙は、本物件の入居者の快適性・生産性の維持・向上に取り組むものとする。 

データ共有  

甲および乙は、本物件に関する以下のデータを共有することに合意する。甲は、乙に対し、かかるデータ
を甲および乙が別途合意した形式で提供するものとする。甲による提供頻度は年〇回を下回らないもの
とする。  
1. 電気・ガス・その他燃料の消費量 
2. 温室効果ガス排出量 
3. 水の使用量 
4. 廃棄物の発生量、処理およびリサイクル状況  
（上記1～4：必要に応じ加除） 

削減目標の設定  
甲および乙は[1.電気・ガス・その他燃料の消費量][2. 温室効果ガス排出量][3. 水の使用量][4.廃棄物] 
の削減について目標を設定し、互いに協力して目標達成に努める。（1～4：必要に応じ加除） 

環境認証の 
取得・維持向上 

甲および乙はグリーンビルディング認証・省エネラベリング等の取得・維持向上を共通目標として設定し、
[必要な情報共有などにおいて]互いに協力するものとする。 
  
甲および乙は協働して○○認証の○ランクの取得（維持）を目指す。 

協議会の開催 
甲は、自らまたはビル管理会社を通じて、環境情報の共有、本物件の環境パフォーマンス向上を目的と
した「（仮称）環境・省エネ対策協議会」を定期的に開催し、乙はこれに参加するものとする。 

原状回復  
乙が甲と合意の上で、本物件の環境性能を向上させる諸造作、諸設備等の改修を行った場合、甲は乙
に対して、当該諸造作、諸設備等の原状回復義務を免除する。 
当該諸造作、諸設備等の所有権は甲に帰属する。 

※ 甲：賃貸人   乙：賃借人 17 



運用改善のグリーンリース事例 （Ａ社） 

• 賃貸借契約書（改修に関する部分）にグリーンリースに関する条項を追加し、以降に契
約した新規テナント全てとグリーンリース条項を追記した契約を締結 

グリーンリース条項 

留意点 

• 一般的に協議を行うタイミングに関してビルオーナー側は工事前、テナント側は工事
後（改修効果を確認した後）が望ましいと考えるが、この条項では、テナントとの合意
を前提として、どちらでも選べるように記載 

• グリーンリース料は、「賃料」、「共益費」、「その他費用」のいずれかに含めることを予
定し、その改定はビルオーナー・テナント協議の上で行うものとした。 

第○条（環境配慮、省エネ改修投資等） 

 甲および乙は、省エネ・環境配慮等の観点から本物件の快適性・生産性の維持および
向上の理念を共有するものとし、これらに関して相手方が行う施策（データ共有、環境認
証等の取得、目標設定等を含むがこれらに限られない。）に協力するように努めるものと
する。また、甲および乙は、地球温暖化対策等環境対策に係る法令への対応（報告・削
減等）が必要な場合、相手方に対し必要な対応を要請することができるものとし、相手方
はこれを応じるように努めるものとする。 

18 



改修を伴うグリーンリースの手順 

PLAN
案件選定と削減効果

シミュレーション

DO
契約内容の

検討と実践

CHECK
テナントへの削減

実績フィードバック

ACT
運用改善の継続

タイミングは？  

• 設備の更新期ではないが、最新設備と比べると省エネ性能が劣って
いる場合、標準的な設備よりも省エネ性能が高い設備を導入する場
合、運用改善のグリーンリースの結果、ビルオーナーとテナントが改
修に合意した場合など 

投資回収期間をシミュレーションの方法は？ 

初期投資金額（円）×（１－テナントのコスト分担割合(%)）
年間省エネ金額（円）

＝ 投資回収年数（年）

＝ 年間省エネ金額（円）年間エネルギー消費削減量（kWh）　×　エネルギー料金単価（円）

グリーンリース料の設定方法は？  

• 定額制（１㎡当たり 毎月○○円）、削減連
動制（省エネ改修により削減された電気料
金の○％相当額）、従量制（１kWh当たり
○○円） 

ビルオーナーがやるべきことは？  

• エネルギー消費量やCO2排出量等の削減推移等を通じて、当初の
想定どおりのパフォーマンスを確保しているかどうか検証 

• テナントへの定期的な報告 
• 想定されていたパフォーマンスどおりの結果が出ていない場合には、
その原因を追究し、必要に応じて契約内容を見直す 

改修後に何をすればよいのか？  

• 最新設備の導入効果をさらに高め
るためには、運用改善を継続する
ことも大切 

• 改修を伴うグリーンリースを実施し
た後に運用改善のグリーンリース
を継続 

→ 改修効果を最大限に発揮 
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改修を伴うグリーンリースひな型 

（特約事項・グリーンリース料） 
第○条 乙は、第○条の賃料・共益費以外の諸費用として、「グリーンリースに係

る費用（以下、「グリーンリース料」）を負担する。ここでグリーンリース料とは、
「甲が省エネ改修投資を行い、乙にその便益が帰属する対価として、乙が甲
に支払う費用」をいう。 
対象期間、グリーンリース料は下記のとおり定める。 

  
記 

対象期間 

 
平成○年○月○日から平成△年△月△日（契約期間満了日） 
ただし、第○条に基づき賃貸借契約期間が更新された場合には、平成×年×月×日（最終期限）を超えない
限りにおいて、更新後の契約期間満了日まで延長される。 

グリーンリース
料 

（右記選択） 

定額制 １ヶ月当たり○円とする 
削減連動制 省エネ改修により削減された電気料金の○％相当額 
従量制 電気使用量１ｋWh当たり○円とする 

留意点 

• 省エネ改修投資の範囲（対象設備・省エネ改修レベル（何%削減か））、および省エネ
改修効果の測定方法等について、別途、甲から乙への説明を要する。 

• 対象期間としては、設備機能の優位性を考慮し、設備等の法定耐用年数ではなく、
例えば、5～10年程度（設備が市場において優位性を有すると考えられる一定期間）
が適当。 
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改修を伴うグリーンリース事例（ケネディクス・オフィス投資法人） 

• 2015年4月にKDX秋葉原ビルの1テナントとグリーンリース契約を締結 

• 専有室内照明のLED化工事を同投資法人の費用負担で実施し、テナント負担の電気料

金とメンテナンスコスト（蛍光灯の交換費用）の低減額の半分をグリーンリース料として
収受 

90.8%

39.8%

9.2%

30.1%

0 

20 

40 

60 

80 

100 

従前のテナント負担 工事実施後のテナント負担

電気使用料

テナントの

メンテナンスコスト
（蛍光灯の交換費用）

電気使用料

56.2％低減 電気使用料

本投資法人に

支払う
グリーンリース料

テナントの費用削減効果

30.1%

本投資法人が収受するグリーンリース料と

LED照明化によるメンテナンスコスト削減効果

（蛍光灯関連機器の更新費用）を合わせLED

照明化工事初期費用を約7.5年で全額回収見込

【KDX秋葉原ビル】
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 老朽・低未利用不動産について、国が民間投資の呼び水となるリスクマネーを供給することにより、民間の資金やノウハウを活
用して、耐震・環境性能を有する良質な不動産の形成（改修・建替え・開発事業）を促進し、地域の再生・活性化に資するまちづく
り及び地球温暖化対策を推進します。  

（参考） 耐震・環境不動産形成促進事業 

スキームのイメージ 

 

耐震・環境不動産に関わる事業 

（改修・建替え・開発） 

出融資 

 

耐震・環境不動産支援基金 

国費 

国 

【事業要件】   
 人口集中地区（DID地区）又は観光圏の区域における以下のいずれかの事業  
①耐震改修事業 
②次のいずれかの環境性能を満たすことが見込まれる改修、建替え又は開発事業 
イ 建物全体におけるｴﾈﾙｷﾞｰ消費量が、事業前と比較して概ね15％以上（ヘルス 
  ケア施設については10%以上）削減 
ロ CASBEE Aランク以上であること 等 
 ※原則として事業後延床面積が2,000㎡以上 

特別目的会社等 

（投資事業有限責任組合） 民間不動産 

運用会社 

出資 

① オフィス・住居複合ビルについて、建物全
体のエネルギー使用量が改修前比較で
概ね15％以上削減となる省エネルギー改
修工事（空調設備更新、ＬＥＤ照明導入
等）を実施。 その結果、「ＢＥＬＳ（建築物
省エネルギー性能表示制度）」の３つ星評
価を取得。 
 

② オフィスビルについて、建物全体のエネル
ギー使用量が改修前比較で概ね15％以
上削減となる省エネルギー改修工事（全
照明をＬＥＤ化）を実施。 
 

③ 東京都建築物環境計画書制度に基づく一
定の環境性能を有するホテルを開発予定。 
 

④ オフィスビルについて、建築環境総合性能
評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）のＡランク評価
取得が可能となる環境改修工事を実施予
定。 
 

⑤ 建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢ
ＥＥ）による評価がＡランク以上となるホテ
ルを開発予定。 
 

⑥ サービス付き高齢者住宅について、建物
全体のエネルギー使用量が改修前比較
で概ね10％以上削減となる省エネルギー
改修工事環境改修を実施予定。 

出資 

事例①建物外観： 
トーセイ株式会社公表資料 

事例②建物外観： 
トーセイ株式会社公表資料 

事例③開発後建物イメージ： 
ケネディクス株式会社公表資料 

環境不動産普及促進機構
（RESEED） 

活用事例 

本事業に関するお問合せ先 ： 一般社団法人環境不動産普及促進機構 企画部 03-6268-8016   http://www.kankyofudosan.jp/ 
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