
ビルオーナーによる省エネ・省CO2の取組 

一般社団法人 東京ビルヂング協会 

事務局 金子 衛 

 

  平成２７年度   テナントビルの低炭素化・省エネ化の普及促進セミナー  
（２０１５年１２月１８日）  



本日の内容 

１．ビル協会の省エネ・省ＣＯ２取り組みの紹介 

 

２．ビル協会会員の対策実施状況 

 

３．中小ビルにおける省エネ・省ＣＯ２化の課題 

 

４．省エネラベリング制度への期待 
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（一社）東京ビルヂング協会の概要 

■オフィスビル経営者による団体 

  （一社）日本ビルヂング協会連合会の中核団体 

  会員３０５社、延床面積1,528万㎡ （Ｈ27.4.1現在） 
  会長：髙木 茂（（一社）日本ビルヂング協会連合会 会長、三菱地所株式会社 相談役） 
 

■設立等の経緯 

 昭和 ５年 ２月   東京の大手ビル事業者１４社により、「ビルヂング茶話会」が発足 

 昭和１４年 ８月  東京ビルヂング協会が発足 

 昭和４４年１２月   社団法人東京ビルヂング協会が認可 

  平成２４年 ３月  「（一社）東京ビルヂング協会」に移行 

              現在に至る 

 

■主な事業活動 

 ・政策の提言、要望 （建築・都市行政、環境・衛生、土地政策、税制等） 
 ・調査研究（ビル実態調査、ビル運営管理調査、ビル経営動向調査等） 
 ・普及啓発 （「オフィスビル標準賃貸借契約書（普通借家版に加え、定期借家版刊行」、「ビル事業 

  判例の研究」、 「固定資産税評価をめぐる判例等に関する研究」、 「ビルエネルギー運用管理ガ 

  イドライン」、 「オフィスビル分野における低炭素社会実行計画」等）  

 ・講演会、見学会等の開催  

 ・国際交流（米国、韓国、中国等のビル協会との情報交流等） 
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■制定の経緯 
  「オフィスビルの地球温暖化防止対策検討会」（国交省・関係業界）提言および 
  社会資本整備審議会環境部会報告（2007年12月) を踏まえ、2008年6月制定 
   （いずれも業務部門でのCO2排出量の伸びが著しいことへの対応策が課題） 
 
■性格 
  ビル業界として自主的な取組みを加速するための共通の指針 
 
■構成 
 ・CO2削減対策の意義とビルオーナーが着眼すべき５つのポイント 
 ・費用対効果を考慮した１００の対策メニュー 
   （運用改善、改修・更新、システム変更・導入）を提示＝オーナー主体で対応 
 ・エネルギー管理システムの構築＝「CO2の見える化」、「省エネ診断の活用」 
 ・テナントとの協働による対策＝啓発対策、取組体制 
 ・実在するビルでのシミュレーションの提示（大規模ビルと中規模ビルの比較） 
 
■活用 
 ・実施状況のフォローアップ（2009年と2013年に100の対策メニューの実施調査） 
 ・テナントビルだけでなく、自社ビル対策としての活用もPR（経団連と連携） 
 

日本ビルヂング協会連合会が「ビルエネルギー運用管理ガイドライン」 
を２００８年６月に制定（２０１２年１０月に改訂版を刊行） 

 

１．ビル協会の省エネ・省ＣＯ２取り組みの紹介 



エネルギー消費先別 

熱源・ 

搬送 

空調・ 

換気 
給排水 受変電 照 明 建物等 合計 

 
対
策
分
類 

1.設備機器の 
運用改善 13 14 4 2 2 4 39 

2.設備機器等の 
改修・更新 4 6 5 2 2 3 22 

3.設備システムの変更、
建物更新時等の導入技
術 

8 8 2 5 5 11 39 

計 25 28 11 9 9 18 100 

・ＣＯ2削減・省エネ効果 

         ：効果が大きい順に、◎ ⇒ ○ ⇒ △ 

・費用回収年数 ◎：限りなく０年 

           ○：概ね５年以内 

           △：５年超 
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（対策例） 

１．ビル協会の省エネ・省ＣＯ２取り組みの紹介 
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オフィスビルにおける省ＣＯ２の今後の方向性

■環境にも人にも企業にも持続可能な対策のあり方、技術革新の方向性を追求していく

⇒省ＣＯ２だけではない目標と技術・手法が、結果として持続可能な省ＣＯ２に繋がる

持続可能な
省ＣＯ２
の実現

■持続可能な省ＣＯ２対策のためには、バランスのとれた環境マネジメントが必要

空間と
設備の
最適制御

利便性・快適性の実現
知的生産性の向上
個人の選好の重視

環境効率
経済効率 利便性・快適性

知的生産性

   日本ビルヂング協会連合会では、経団連と連携して低炭素社会づくりを進めるため、 

   「オフィスビル分野における低炭素社会実行計画」を2010年8月に決定 

 

[ 基本方針 ] 

（１）環境にも人にも企業にも持続 

  可能なＣＯ２削減対策を展開する 

 

（２）オフィス空間における省ＣＯ2型
ライフスタイルの普及を目指す 

 

（３）長期的には2050年における
カーボン・ニュートラルの実現を
目指す 

  

（４）2020年までの中期的な目標を
設定し、着実な実施を図る 

BAT（Best Available Technologies）の最大限の導入がポイント 

１．ビル協会の省エネ・省ＣＯ２取り組みの紹介 
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対策分野 現況 目標 

設備機器の運用改善 （36項目）  6４％ ８６％ 
設備機器の改修・更新・システム変更等 

（57項目） 
３３％ ５６％ 

全体 （93項目） ４４％ ６８％ 

＜目標設定の考え方＞ 

 ２０２０年までの運用改善の見通しや耐用年数等を考慮した設備投資計画を分析するとともに、
地方都市における設備投資余力を考慮しつつ、目標を設定。 

＜具体的な例＞ 

1)設備機器の運用改善では、 

            空調・換気運転時間の短縮        64％  →  95％  

2)設備機器の改修・更新では、 

            高効率熱源機器への更新        42％ → 80％ 

            高効率パッケージエアコンへの更新  40％ → 75％ 

            ＬＥＤ照明の導入               14％ → 95％ 

            人感センサー方式の導入         35％ → 95％ 

低炭素社会実行計画－2020年までの主要なCO2削減対策の実施率の目標  

同時に実施できない、あるいは、同時に実施する必要がない対策があるため、全体目標の最大値は８０％程度となる 

１．ビル協会の省エネ・省ＣＯ２取り組みの紹介 
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[ 重点的に実施する事項 ] 
 
（１）効率的なエネルギー管理システムの構築 
    BEMS,AEMSなど 

（２）高効率型設備機器の積極的な導入 
    耐用年数経過後速やかにトップレベル機器に 
    更新、耐用年数経過前でも可能な限り前倒し 

（３）テナントとの協働 
   「見える化」の推進 

（４）各種のキャンペーン等の実施 
    低炭素社会づくりキャンペーン（省エネ月間） 

（５）先端技術に関する情報の収集とビル事業
者への情報の提供 

    グリーン・イノベーション・パートナーシップ 

（６）グリーンＩＴ化の推進 
    データセンターの活用など 

（７）ＺＥＢを目指した実証実験の展開 
     NEDOとの連携など 
        （例）輻射空調や知的照明システム（東京） 

         河川水熱とヒートポンプを活用した空調（大阪） 

（８）新築・建替え・まちづくりにおける対策 
   の推進 
    （一社）不動産協会の実行計画と連携 

[ 国への要望・提言 ] 
 
（１）税制上の措置等 
    高効率型設備機器の導入に対する法人税等の 
   特別償却・税額控除の充実等のほか、 中小ビル 
       や地方都市のビルでの省エネ改修を支援するため 
       には、収益にかかわらず課税されている 固定資産 
       税の軽減が必要  

（２）省エネラベリング制度の早期導入 
    ビルの省エネ性能の「見える化」により市場が 
   省エネビルを評価するシステムを確立  

（３）ポリシーミックスによる対策の推進 
  ・ 技術の進展等に対応した温対法・省エネ法の対象

や基準の見直し、税制等のインセンティブ等を推進
すべき 

  ・ 発電等いわゆる川上分野での対策の促進  
  ・ 地域活性化などわが国経済全体の活力増進が 
   民間の省エネ・ 省ＣＯ２化に向けた設備投資能力 

        を高める上で不可欠  

（４）地球温暖化対策に関する国と地方公共団体
との役割分担の明確化 

   法律と条例との制度的な整合性の確保  

低炭素社会実行計画－重点実施事項と国への要望・提言  

１．ビル協会の省エネ・省ＣＯ２取り組みの紹介 



日本ビルヂング協会連合会は、２０１５年１月、エネルギー使用量削減に関する
数値目標を設定 
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エネルギー使用量削減に関する数値目標 

 

指 標：会員企業が所有・管理するオフィスビル 

     共用部の床面積当たりエネルギー使用量 

     ［ＭＪ（メガジュール）／㎡・年］ 
 

  基準年：2009年度（平成２１年度） 
 

  目標値：2020年度（平成３２年度）まで▲15％ 

        2030年度（平成４２年度）まで▲20％ 

（参考） 

１．ビル協会の省エネ・省ＣＯ２取り組みの紹介 
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日本ビルヂング協会連合会は、2013年4月 
「ビルエネルギー運用管理ガイドライン 」に
記載されている100の個別対策メニューの実
施状況を調査 

（2009年度に続いて、2回目） 
 

回答数：合計842棟 

  東京協会 386棟、東京以外 456棟   

２．ビル協会会員の対策実施状況 
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 対策メニュー毎に実施率を算定 

２．ビル協会会員の対策実施状況 
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投資コストを必要としない運用改善メニューの普及に比べて、 

投資余力に影響される投資改修メニューについては、普及の 

余地が大きい 

①ガイドライン１００の対策のうち、実施率７０％以上の項目 

 

 

運用改善メニュー ２０項目／ ３９項目 

投資改修メニュー ４項目／ ６１項目 

合計 ２４項目／１００項目 

②ガイドライン１００の対策のうち、実施率３０％以下の項目

数 

 運用改善メニュー ２項目／ ３９項目 

投資改修メニュー ３３項目／ ６１項目 

合計 ３５項目／１００項目 

 

２．ビル協会会員の対策実施状況 
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東京と東京以外 

①運用改善メニュー 

   東京＞東京以外 かつ  実施率１０％以上の差   ９項目／３９項目  

                              （逆は１１項目／３９項目） 

②投資改修メニュー 

   東京＞東京以外 かつ 実施率１０％以上の差    ２項目／６１項目 

                               （逆は５項目／６１項目） 

 

賃貸収益力の高い東京地区と東京以外において、対策の普及 

に顕著な差が生じると予想したが、そのような結果は得られず、 

全国的に取り組みの広がりがみられる 

２．ビル協会会員の対策実施状況 
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大型ビルと中小型ビル 

①運用改善メニュー 

   大型ビル＞中小型ビル かつ  実施率１０％以上の差   ２６項目／３９項目  

                         実施率２０％以上の差   １５項目／３９項目 

②投資改修メニュー 

   大型ビル＞中小型ビル かつ  実施率１０％以上の差   ４１項目／６１項目  

                         実施率２０％以上の差   ２６項目／６１項目 

 

＊注） 大型ビル ≧延床面積25,000㎡＞中小型ビル 

中小型ビルにおける省エネを推進する人材の不足が想定 

投資改修メニューは、投資余力の違いが大きい 

２．ビル協会会員の対策実施状況 
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 分 類 実施率の増加平均 

設備の運用改善（８項目） 

設備機器の改修・更新、設備システムの更新等
（14項目） 

＋6.1％ 

＋4.6％ 

総 計（22項目） ＋5.1％ 

NO.30 給湯供給期間の短縮（冬季以外の給湯停止）（44.0％→61.7％、＋17.7％） 

NO.57 ＬＥＤ、Ｈｆ等の高効率照明の導入 （70.0％→81.5％、＋11.5％） 

    ※2008年の実施率はＨｆ等の導入率を引用 

NO.85 調光制御システムの導入（14.9％→23.5％、＋8.6％） 

NO.88 人感センサー方式の導入（34.9％→53.3％、＋18.4％） 

特に実施率の増加が著しい対策項目 

会員の努力に加え、 

緊急節電対策の際、特に節電効果の高い項目が推進 

低炭素社会実行計画における主要な対策メニューについて、 

前回調査（2009年）に比べて、平均５．１％上積み 

２．ビル協会会員の対策実施状況 
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大型ビル 中小型ビル 小計

東京 65.3% 9.7% 27.2%

東京以外 40.4% 11.2% 18.0%

小計

【全国】

53.9% 10.6% 22.3%

ＢＥＭＳの導入率 

ビルの規模により導入率に大きな差 

（東京と東京以外とで顕著な差はなし） 

２．ビル協会会員の対策実施状況 
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日本ビルヂング協会連合会の中小ビルの特性 

（中小ビルは延床面積１万㎡以下） 

３．中小ビルにおける省エネ・省ＣＯ２化の課題 

○共用部の面積が少ない＝専用部面積（テナント室）が多い 

   共用部比率（共用部面積／延床面積） ：中小ビル３１％（全国平均３８％） 

           テナントとの協働が不可欠（グリーンリースの活用も有効） 

 

○セントラル空調方式の採用率が少なく、個別空調システムが多い 

    セントラル方式の採用率： 中小ビル１３％（全国平均２７％） 

          テナント側の効率的な空調運転管理に期待（オーナーは啓発活動を推進） 

 

○従業員数が少なく、省エネに取り組む人材に乏しい 

    中小ビルオーナー会社の従業員数 １０人未満が約３６％ 

          外部活用が有効（ビルメンによるエコチューニング、ＥＳＣＯなど） 

数字はビル協会会員のデータによる 
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日本ビルヂング協会の中小ビル経営者研究会では、省エネ啓発活動を推進 

３．中小ビルにおける省エネ・省ＣＯ２化の課題 

中小ビルのエントランス等にＣＯ２排出量看板（オリジナル）を掲出 



省エネ啓発ポスター（左）とテナントあてリーフレット（右）をオリジナル作成 

３．中小ビルにおける省エネ・省ＣＯ２化の課題 
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ＢＥＭＳの課題とＡＥＭＳへの期待 
①ＢＥＭＳ（Building Energy Management System）の課題 

○経営ツールとして活用するために分析・評価できる人材が不足 

○ＢＥＭＳの省エネ効果で得られた果実が専らテナントに帰属するため、 

 ＢＥＭＳ投資・運用コストが回収できない （専用部比率の高い中小ビルで顕著） 

 

②ＡＥＭＳ（Area Energy Management System）への期待 

ＡＥＭＳは、複数建物を集中管理センターで一元的・面的に管理 

中小ビル支援の活用事例が出現（これからの普及・拡大に期待） 

 

「京橋環境ステーション」東京建物などの運営により、東京スクエアガーデンに設
置され、周辺地域の中小ビルを対象とするAEMSを推進 

 

「虎ノ門ヒルズ」『テナントエネルギー見える化』サービス事業と称し、クラウド型テ
ナントエネルギーサービスを用いて周辺街区に省CO2 対策を促す取り組みを推進 
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３．中小ビルにおける省エネ・省ＣＯ２化の課題 



東京建物㈱資料より 

３．中小ビルにおける省エネ・省ＣＯ２化の課題 
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森ビル㈱資料より 

虎ノ門ヒルズ 
３．中小ビルにおける省エネ・省ＣＯ２化の課題 
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４．省エネラベリング制度への期待 

わが国では省エネラベリング制度が確立されていない状況 

設計性能値ベース 実績値ベース

ビル単位

企業単位

エネルギー使用量またはＣＯ２排出量による評価制度
評価対象 環境総合評価制度

日本政策投資銀行

ＤＢＪ Green Building認証

三井住友銀行

ＳＭＢＣ環境配慮

評価融資／私募債

ＣＡＳＢＥＥファミリー

ＢＥＬＳ

建築物省エネルギー

性能表示制度

東京都

カーボンレポート制度

（低炭素ベンチマーク）

ＧＲＥＳＢ
グローバル不動産サステ

ナビリティ・ベンチマーク

ＬＥＥＤファミリー

（米国グリーンビル

ディング協会が開発）
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４．省エネラベリング制度への期待 

建築物省エネ法に基づく省エネラベリング制度が２０１６年度より開始予定 

事業者が販売・賃貸する際の省エネ性能表示の努力義務 省エネ性能新基準に適合することを行政庁が認定 
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４．省エネラベリング制度への期待 

東京都カーボンレポート制度は、中小ビルにとって「気づきのツール」 
シンプルな設計と簡素な手続きを訴求することが有効 



ビル仲介会社との連携強化 
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４．省エネラベリング制度への期待 

①仲介会社のテナント営業の実情（Ａ社からのヒアリング） 
○初回、希望立地、面積、賃料などにより紹介物件を絞り込み 

○次回以降、テナントが重視する耐震性能、設備スペック（空調・
トイレなど）、ＢＣＰなどの情報を提供 

○成約までの過程において、詳細なリニューアル情報が扱われ
ることは少ない（社内のビルデータベースにもアップされず） 
     中小ビルオーナーが環境不動産へのリニューアルを実 

     施してもリーシングに反映されにくい 

      （投資回収が望めないと判断し、投資が抑制される悪 

       循環が予想） 
②解決に向けて 

○ビルオーナーから、仲介会社に環境性能を分かりやすく情報
提供する工夫（図式化を交えて） 
○仲介会社の営業担当者に対する環境リテラシー強化に期待 

     省エネラベリング制度の活用が有効 



まとめ 
○ビル協会は、近年、省エネ・省ＣＯ２対策の取り組みを加速 

○大規模ビルと比較し、対策の余地が多い中小ビルへの支援が
課題 

○中小ビルは、専用部比率が高く、個別空調の採用率が高いた
め、テナントとの協働が不可欠であり、ビル協会はテナントへの啓
発活動を推進 

○中小ビルの省エネ人材不足を補うため、ＡＥＭＳに期待 

○省エネラベリング制度が乱立する中、建築物省エネ法に基づく
表示制度が運用されることにより、動向が注目 

○東京都カーボンレポート制度は、中小ビルにとって「気づきのツ
ール」 

○ビルの環境リニューアル情報がテナントに伝わるため、ビルオ
ーナーと仲介会社との連携を強化する必要があるが、省エネラベ
リング制度の活用は有効 
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27 ご清聴有難うございました 

「低炭素社会推進キャンペーン講演会」（2015.1.29） 


