
▼
「低炭素社会づくり推進キャンペーン」講演会レポート

▼
2020春 エグゼクティブサロン

BUILDINGBUILDING
TOKYOTOKYO

http://www.jboma.or.jp/tokyo/

一般社団法人

東京ビルヂング協会
Tokyo Building Owners and Managers Association

一般社団法人

東京ビルヂング協会
Tokyo Building Owners and Managers Association

5
月号

2020年 No.276 

ISSN 0386-510X



　東京ビルヂング協会は2月10日、国の「省エネルギー月間」に合わせ、東京・丸
の内の日本工業倶楽部大会堂で「オフィスビル分野における低炭素社会づくり推
進キャンペーン」と題した講演会を開催しました。
　このキャンペーンは、当協会の地球環境委員会（委員長：鈴木康史氏、東京建
物㈱理事）が中心となって実施しており、今回で10回目の講演会となります。講師
と講演テーマは以下の通りで、本号では当日の講演会の骨子を紹介いたします。

基調講演

「“ZEB”とは何か。」～建物の新しい価値と
　イノベーション普及、展開の取組み～
【グローバルな動向】
　皆様ご存知のように、2015年にパリ協定が「世界的な
平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く
保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求
すること」を目的として採択された他、世
界中の1200以上の自治体が「気候非常事
態宣言」を採択して、地球温暖化に対し
ての警告を発しております。建築業界に
おいても、米国建築家協会が、CED（気
候非常事態宣言）の宣言に署名しており、
そこで「建築家の日々の慣行を変革して、
ゼロカーボン、公平、レジリエンスで健康
な建築環境を実現する」とのアクション
を取ることが約束されています。
　右の「カーボンバブル」という図をご覧
ください。この図横軸中央の3つのバブル
が排出二酸化炭素換算の石炭・石油・ガ
スなどの埋蔵量、左のバブルが2050年の

ゼロエミッション実現までにどれぐらい消費できるかとい
う量です。埋蔵量に対する消費余地が圧倒的に少ないこ
とが分かります。
【国内の動向：省エネ＋再エネへ】
　東京都が昨年末に発表した「ゼロエミッション東京戦
略」では、2050年までにCO2排出を実質ゼロにすること
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を目指すとしてお
り、東京都を含む
56の地方公共団
体が2050年まで
にCO2排出を実質
ゼロにすることを
表明しています。
しかし一体皆さん
何を根拠にこのよ

うな宣言をされているのでしょうか。
　東京都では全体排出量のうち家庭部門と業務部門で
73%を占めており、ゼロにするにはここを削減することが
求められています。このうち既存の大規模事業所に関し
ては、キャップ&トレード制度が進んでおり、省エネに加
え再生可能エネルギーなどに切り替えることが求められ
ています。また新築を対象とした建築物環境計画書制度
においては、再生可能エネルギーについて検討すること
が求められています。
　国レベルにおいて、パリ協定で日本は2030年までに
CO2を26%減らすということをコミットしていますが、こ
のことは業務部門と家庭部門に対して40%ほど削減を求
めることを意味します。これを実現するためには、東京都
の場合と同様に、かなり徹底した省エネに加えて再生可
能エネルギーの採用が求められるのではないかと思いま
す。また2014年4月に閣議決定された「エネルギー基本
計画」においては、2030年までに新築建
築物の平均でZEBを実現することを目指
すとされており、更に2018年7月には、
“エネルギーの選択には、これにパリ協定
発効に見られる脱炭素化への世界的なモ
メンタムが重なる”として、低炭素を超え
て脱炭素にまで踏み込むことも盛り込ま
れています。
　ここで改めてZEBについてですが、経
済産業省資源エネルギー庁によれば、
『消費するエネルギーを削減し（省エネ）、
使用するエネルギーは自ら生産する（創
エネ）ことにより正味（Net）のエネル
ギー消費をゼロにする』と定義されてい
ます。ZEBにはその達成度合いによって、

下記のようにカテゴリー分けされています。
ZEB	Ready：	省エネにより50%以上一次エネルギーの消

費を削減
Nearly	ZEB：	省エネおよび創エネで75%以上一次エネ

ルギーの消費を削減
ZEB：	省エネおよび創エネで100%以上一次エネルギー

の消費を削減
　また大規模な建築物でもZEBを目指せるように、延床
面積10,000㎡以上を対象にしたZEB	Orientedという制
度ができました。
【スマートな電力消費について】
　カリフォルニア州では太陽光発電が増加し、電力価格
がマイナスになる（電気を使うとお金がもらえる）事例が
登場しています。また日本の九州電力でも卸市場価格で
0.01円という超低価格が出ています。省エネで電力需要
を減らすことも大事ですが、これらの余剰電力をいかにス
マートに使うか、全体最適を達成するかということも大い
に注目を集めています。
　今後、ゼロエミッションに向かうとなると、どうしても
再生可能エネルギーを利用する必要があります。ところ
がこの再生可能エネルギーは極めて不安定な電力で、風
量や日照などに影響を受けることが前提になります。そし
てこれらの不安定で散発的に発電された電力を効率的に
“あやつる”技術が重要になると言われています。トヨタ
自動車が発表したWoven	Cityも同じ伏線で考えられて

田辺新一氏
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（竹中工務店　東関東支店ビル）

おり、一定規模のコミュニティで情報・サービス・エネル
ギーなどをスマートにつなげる技術がベーシックなイン
フラとして必要とされています。
【ESG不動産投資について】
　2006年に国連がPRI（Principles	 for	 Responsible	
Investment）を提唱してから、今では50ヵ国超から約
1500機関が署名し、その合計資産は60兆米ドルに上る株
式投資の世界では常識になっているESGですが、不動産
投資においてもESGに配慮した投資が増えてきています。
わが国でも国土交通省がESG（Environmental,	 Social,	
and	Governance）不動産投資のあり方検討会を開催し
て、中間とりまとめを2019年7月に行っています。そこで
議論されたのは、投資の際に企業の価値を測る材料とし
て、定量的な財務情報だけではなく、気候変動への対応、
健康性快適性の向上、地域社会・経済への寄与、災害へ
の対応、少子高齢化への対応などをESGの要素として評
価していかなければならないのではないかということでし
た。そしてこのESG投資を後押しするのが、建築物の認証
です。
【環境認証について】
　認証にはビル単体を評価するCASBEE、LEED、
BREEAM、BCAグリーンマークなどの認証の他、会社単
位で評価するGRESBもあります。健康性・快適性・効率
性・安全性などを評価するウェルネス認証も注目されて
います。また2019年4月にはS&Pダウジョーンズインデッ
クスがサステナビリティへの取り組みに
おいて優れた実績を有する不動産会社を
組み入れた新たな指数シリーズを開始し
ておりますが、これはGRESBからのデー
タが活用されています。環境不動産の価
値については、
　・	CASBEE評価1ランクアップにより、
約1.7%の成約賃料の上昇（三井住友
信託銀行）

　・	新規賃料において、環境認証有りで
＋約2%のインパクト（ザイマックス）

といった実証的なデータがそろい始めて
おります。
【知的な生産活動としてのオフィス】
　オフィスビルなどの不動産が持ってい

る価値、知的な生産拠点としてのワークプレイスをもう少
し世の中に向けて発信する必要があると思います。本社
は利益を産まない拠点とする古い経営者もまだ多いです
が、そこでは知的な生産活動が行われており、オフィスビ
ルの環境は非常に重要であるということをデータで証明
していく必要があります。

講演1

「ZEB実証事業の事例（竹中工務店東関東支店）
及び他のZEB事例について」
【長期目標と現在までの実績】
　竹中工務店は、設計、施工する建物のエネルギー消費
量について「2030年にネットZEB建物を定着、2050年に
は全ての建物の消費量を8割削減する」という長期目標に
取り組んでいます。
　（同社のZEBプロジェクト実績をZEBチャートを用いて紹介、
15件のZEB建築事例の建物概要や環境設計上のポイントにつ
いて、報告頂きました。）
【改修ZEB事例：竹中工務店 東関東支店ビル】
　（既存ストックの省エネ改修の普及に向け、既存ビルの
98%を占める中小ビルの外内装改修・設備改修ZEBモデルと
して、居住者が入居したまま実施するという課題に対し取り組
んできた同社東関東支店ビルのZEB改修事例について、個別
の改修項目についての解説や省エネ効果の実証結果等を紹介
頂きました。）
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　本オフィスの
ZEB改修のコンセ
プトは、「①快適
性の考え方を変え
る：自然採光、自
然換気を利用、放
射空調による温度
制御、デシカント
空調による湿度制

御、パーソナル吹出しによる気流制御」、「②スーパー省
エネビルを作る：外皮からの熱負荷の最小化、LED照明、
地中熱・太陽熱の冷暖房直接利用」、「③スマートな働き
方を考える：エリア別の設定と運用、共用部の空間・情報
機器の共有」により、エネルギー消費量が大きく減り、太
陽光発電、自然換気や地中熱利用でのポンプ運転のみの
冷房が可能となり、結果として「④災害にも強くなる：
BCP機能の向上」を目指しています。
【ZEBは普及段階に入っている】
　既存ビルの改修の時期に合わせて、計画当初からお客
様と一緒に方向性、条件設定をしていければZEBは達成
できると思います。外装については、中小規模の建物では
外皮の熱性能向上により処理負荷が大きく削減できます。
選択肢が多い設備については、外皮負荷削減と照明負荷
削減をセットで考え、何を選択するか判断することが大切
です。ワークプレイスの見直しでは、レイアウトを工夫し
コンセント消費量を減らすことで、運用上の
改善を図っていくことができます。また、エ
ネルギー消費を減らすだけでなく、健康、快
適、知的生産性、BCPといったコ・エネル
ギーベネフィットとセットで考えることが大
切だと思います。

講演2

「改修ZEBの事例：ダイキン工業福岡
ビル」
【ダイキン工業が目指す普及型ZEB】
　メーカーとして、ZEB普及に貢献できない
かと事例検証を進めてきました。エネルギー
管理者の不在、BEMS未導入でエネルギー削
減が進んでいない中小規模ビルでは、その

多くでバブル時に更新した設備の見直し時期を迎えてい
ます。エネルギー消費割合の高い空調・照明設備の改修
時に、汎用技術を使った高効率機器に更新、運用時の制
御やデータを活用した機器の最適容量選定を組み合わせ
ることで、大幅な省エネ性向上を目指しました。
　①温度と湿度を個別制御する潜熱・顕熱分離空調シス
テムにより、負荷の低いところでの運転時間が多いビル
マルチエアコンの省エネ性向上を図ることができます。
②事務所のエネルギー消費量の7割を占める空調・換気、
照明に対し、高効率機器の導入に加え、これらの機器の一
括制御をコントローラーで可能とするとともに、③遠隔監
視システムや補修・修繕で培った膨大な運転データを活
用することで、技術革新等による負荷低減に対応した空
調機器の最適容量を選択できます。
　福岡ビルでは上記に加え、内窓やクールスペース、太
陽光発電を導入、Nearly	ZEB（75%削減）に向け、九州
大学と継続的に
データ検証を実施
しています。2年
間の実証結果とし
て、エネルギー消
費量は設計値62%
削減に対し実績で
は67%削減を達成、
電気代も初年度よ

オフィスビル分野における
「低炭素社会づくり推進キャンペーン」講演会レポート

高井啓明氏

鈴木智博氏
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り約40%程度削減できていました。
【遠隔監視による運転データ収集システム】
　運転制御に利用している内部センサーのデータを携帯
電話の回線を利用してサーバーに収集しているだけです
が、省エネ診断用に活用していた空調機の電力消費量や
処理熱量、空調に関する電力量推移や系統別設定温度・
運転時間を自動で見てとれることで、専門的な管理者が
不在の中小規模ビルでも、課題の抽出や改善項目の
フィードバック等、継続的な省エネ化推進が可能となりま
す。　
　福岡ビルを見て、これと同じことをしたいというお客様
が出てきています。改修時においてはまずコストありきと
なる中、こういう普及できそうな技術を使い、把握できた
データを活用してZEBを進めてていければと思っていま
す。

講演3

「ZEBの普及・展開　各種支援制度紹介」
【現状と目標】
　わが国の省エネルギーの現状は、1973年から2017年
にかけて、実質GDPの伸びが2.6倍に対しエネルギー消費
量は1.2倍。エネルギーの消費効率は上がっていますが、
建築物のエネルギー消費量は2.1倍となっており、省エネ
の取組みを進めていく必要があります。
　2030年度まで年1.7%の経済成長率を見越した場合、
エネルギー消費量は3.76億キロリットルの見込みですが、

徹底した省エネ
対策を行うこと
でエネルギー消
費効率を更に
3 5 % 改 善し、
3.26億キロリッ
トルにまで削減
することを目標
としています。
【建築物の省エネルギー化】
　建築物の省エネルギー化を図るため、建築物省エネ法
に基づく省エネ基準適合義務化などの法的規制を講じつ
つ、建材トップランナー制度の導入、拡大により建材の性
能向上を推進、補助金等によるゼロ・エネルギー化、省エ
ネリノベーションに向けた実証・導入支援を行っています。
また、建物の環境性能評価書にZEBを連動させることで、
ZEBの認知度を高めることに取り組んでいます。
【ZEBの実現・普及 】
　まずZEBの定義を定め、いかに普及させていくのか
「2030年に向けたロードマップ」を作成しました。それ
に基づき、設計実務者向けの設計ガイドラインや事業者
向けの支援制度等も盛り込んだパンフレットを、ビルの用
途別に作成、公開しました。また、ZEB案件の形成、内容
周知に向け、相談窓口となるZEBプランナーや、建築事例
を検証・公表頂けるZEBリーディングオーナーという登録
制度を設けています。

　1万㎡以上の大規模建築物におけるZEB取得
は非常に少ないです。高層による熱搬送の増大、
必要な設備数の増加、最適化技術のハードル上
昇、対してWEBプログラムにおける未評価技術
も多いといった課題に対し、ZEB	Orientedの新
設（削減基準を用途に応じ40%又は30%に引下
げ）や複数用途建築物の評価手法の見直しをす
ることで、ZEBの定義等を拡充すると共に、新
築では1万㎡以上、既存であれば2千㎡以上を対
象に、これらの実証事業に対して、令和2年度も
「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金」
予算を用意します。是非、これらの制度・支援策
を活用頂き、ZEB事業の普及・展開に多くの事
業者の皆様に取り組んで頂ければと思います。

オフィスビル分野における
「低炭素社会づくり推進キャンペーン」講演会レポート
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東京ビルヂング協会の令和2年度事業計画の骨子を紹介します。

令和2年度 事業計画

1. 政策活動

（1）ビル事業に関連する税制・予算要望活動
　令和3年度税制改正・予算要望においては、会員の要望・意
見を集約し、連合会と連携して、ビル事業の推進に必要な租
税特例措置の確保、都市再生の促進、都市の防災性能の向上、
地球環境対策の推進などに資する税制の創設・拡充を基本と
して取り組む。加えて、これらに関する補助制度の創設・拡充
を要望する。
　また、東京都に対し、令和3年度の予算等について、ビル事
業の課題について要望活動を行う。
（2）政策課題解決に向けた活動
①国及び都などの政策に対する協会の意見反映等
　（略）
②開発事業に係る諸機関との意思疎通の緊密化
　（略）
③オフィスビル経営に係る制度に関する活動
　ア　法改正等への対応
　イ　オフィスビルに関する定期建物賃貸借制度の普及
　ウ　	BOMA360及びIPMS（国際不動産面積測定基準）に関

する普及活動
④防災及び安全・安心への対応
　ア　ビルの耐震性能向上
　イ　事業継続計画の普及・啓発
　ウ　オフィスビルの総合的な安全確保
⑤地球環境対策等に関する活動　　　
　ア　国の地球環境施策への対応
　イ			「オフィスビル分野における低炭素社会実行計画」の

推進
　ウ　東京都等、地方公共団体の環境対策への対応
⑥中小ビル振興に関する活動　
　ア　中小ビルの経営戦略に関する検討
　イ		「未来研究会」活動

3. 調査・研究活動

（1）調査事業
　平成30年度に再編を図った「ビル実態調査」について、令
和2年度も、連合会と連携して実施する。
（2）研究活動
　（略）

4. 国際交流活動

　（略）

5. 組織活動

　　　　　　
（1）協会活動の強化等
　令和2年度当初の会員数は319社（令和元年度年度当初317
社）である。　　
　協会活動強化のため広報活動の活発化、会員間の情報交流
の充実などに努めるとともに、会員数の増大を図る。
　また、連合会と連携してビルに関する調査研究の推進、社
会への情報発信、国への政策提言などを行い協会の社会的価
値の向上に努める。
（2）定時総会
　（略）
（3）連合会創立80周年記念事業への協力
　（略）
（4）理事会
　（略）
（5）委員会活動等
①	連合会の中核団体として連合会活動に積極的に貢献する。
②	各委員会において所管事案を調査・審議し、会務の執行に
努めるとともに、審議事項、調査研究成果等を理事会に報
告し、具体化を図る。
③	地方協会と緊密に情報・意見交換を行うこととし、大阪協会
とは「東西合同管理・技術委員会」を開催してビルの管理及
び技術に関する課題を調査・検討する。

（6）広報・会員サービス活動
①機関誌「BUILDING TOKYO」
　会員にビル関連情報や最新行政情報、賛助会員の技術情報
などを分かりやすく提供するとともに各方面に機関誌を配布
して協会活動の周知を図る。
②ホームページ
　ホームページにより協会活動を社会に周知するとともに会
員専用ページを活用して協会活動の詳細やビルに関する政策
動向などを迅速に会員に提供する。
　また、平成29年度に開設した会員ビル紹介マップの充実を
図る。　
③メールニュース
　メールニュースを配信して会員に対して講演会・見学会な
どの情報を的確に提供する。　
④講演会・ビル見学会
　ビルに関する事業課題や新規の行政施策などについて随時
講演会を開催するとともに防災性能や環境性能などが優れた
最新ビルの見学会を行う。
⑤ビルキョウサロンなど
　（略）
⑥その他会員サービス
　（略）
（7）関係団体との連携強化　
　（略）
※	事業計画の詳細は、東京ビルヂング協会ホームページの情報開
示をご覧ください。



2020年以降の
オフィスマーケットの行方
㈱オフィスビル総合研究所	代表取締役社長
三幸エステート㈱		チーフアナリスト	 今関 豊和氏

従来の9年サイクルに比べ、緩やかな動き
　本日は、三幸エステート㈱が毎年1月に発行している『OFFICE	
RENTDATA』の最新版『OFFICE	 RENTDATA2020』（以下、
『オフィスレントデータ』）をテキストとして、東京のオフィスマー
ケットをみていきます。
　まず、「オフィス賃料の変遷と経済動向」について45頁のグラフ
（グラフ1参照）をみながら解説します。このグラフでは2001年か
ら直近の2019年第3四半期まで、東京都心部Aクラスビル（都心
5区主要オフィス街および周辺区オフィス集積地域、基準階300坪
以上、延床面積1万坪以上）の成約賃料をベースにしたオフィスレ
ント・インデックス（坪当たり賃料）や空室率の推移が示されてい

ます。
　東京都心部Aクラスビルの
賃料水準（共益費別）をみる
と、2019年第3四半期の賃
料は3万9,624円。本講演の
前日に発表した同第4四半期
の賃料は4万2,242円と4万
円の大台を突破しています。
一方、空室率をみると、
2019年第4四半期に0.6%と過去20年間で最も低い水準となってい
ます。これはBクラスビル、Cクラスビルも同様でともに0.6%とい
う低水準にあり、オフィスマーケットの需給バランスは非常に引き
締まっている状況です。
　ただ、ここではもう少し長いスパンで現在のマーケットを捉えた
いと思います。
　オフィスマーケットの推移を振り返ると、賃料水準は2011年を
ボトムに上昇し、空室率は2012年にピークに達し、下落へと転じて

2020 春エグゼクティブサロン2020 春エグゼクティブサロン

　毎年恒例の『2020春エグゼクティブサロン』が2月5日、東京・丸の内の日本工業倶楽部3階大ホールで開催され
ました。
　今回は、オフィスマーケットの動向や需給トレンドの分析など各種レポートを発信している三幸エステート（株）
チーフアナリストで、オフィスビル総合研究所代表取締役社長の今関豊和氏、国土交通省「ESG投資のあり方検討
会」の座長を務めている日本大学経済学部教授の中川雅之氏の2氏を講師に迎え、今後のオフィス市場や不動産投
資市場の行方等を占ってもらいました。
　以下、講演会の骨子を紹介します。

※両氏の講演日は2月5日です。新型コロナウィルス感染症の影響は加味していません。

講演会の様子

グラフ1　オフィス賃料の変遷と経済動向
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います。まさに2012年の安倍政権発足のタイミングに合わせるよ
うにオフィスマーケットの需給バランスは改善していったわけです。
　注目すべきなのは、2012年から始まったオフィスの需給バラン
スの改善が今年8年目を迎えるということです。マーケットのサイ
クルとして、空室率も賃料水準も、ピークからピークまで、あるい
はボトムからボトムまでのサイクルがあります。例えば、空室率の
場合、空室率のピークは2003年から2012年までの9年間がワンサ
イクルです。それ以前の空室率のピークは1994年ですので、1994
年から2003年の9年サイクルとなっています。
　しかし、今回の空室率のサイクルは2012年のピークから8年目を
迎えましたが、現在はまだボトムに近い水準です。これまでのサイ
クルでいうと、まだ半サイクルしか回っていないということになり
ます。
　このように空室率のサイクルは非常に緩やかな動きになっていま
す。これは経済の動きに起因していて、「比較的緩やかに経済が拡
大している」、あるいは「経済の拡大が実感しにくい状態」と言っ
たほうが分かりやすいと思います。
　一方、賃料ですが、現在の4万2千円台という水準はファンドバブ
ルのピーク時に記録した2008年の4万5,513円が視野に入ってきて
います。
　また、28頁の「オフィスレント・インデックス」のグラフからも
わかるように、BクラスビルやCクラスビルも同じような傾向を示し
ています。2019年第3四半期の坪当たり賃料はBクラスビルが2万
3,060円、Cクラスビルが2万111円となっており、共益費を加える
とBクラスビルは2万円台後半、Cクラスビルは2万円台半ばという
水準です。Aクラスビル同様に緩やかな上昇が続いています。それ
を裏付けるように、第3四半期の空室率はBクラスビル、Cクラスビ
ルとも0.7%とAクラスビルと遜色ない低水準になっています。

オフィスマーケットの潮目は2023年頃
　こうした状況がいつまで続くのでしょうか。いま皆さんの最も関
心のあるところだと思います。
　ここで25頁の「オフィスマーケット予測」を見てください。都心
5区の中型ビル以上（1フロア面積50坪以上）を対象にした空室率

と募集賃料について2010年からの推移と2020年から22年まで3
年間の予測が載っています（グラフ2）。
　まず、空室率をみると、2019年の空室率は0.8%です。現状、多
くのエコノミストはGDP1%程度の成長を見込んでいますから、こ
れをもとに分析すると、今後新規供給は増えるものの、需要の伸び
もあって、急激な供給過剰にはならないとみています。空室率の予
測は、2020年が1.7%、21年が2.5%、22年が3.4%と徐々に上昇し
ていくと予測しています。2019年の0.8%からは上昇しますが、3%
台という空室率は、まだ貸し手市場の範疇です。
　そうした空室率の予測を受けて賃料はどのように推移していくの
か。下記のグラフ2を見てください。
　2019年の坪当たり賃料は2万3,117円です。それが前述の空室率
の推移に合わせ、2020年は前年比6.7%増の2万4,673円、21年は
同2.8%増の2万5,373円、22年は同0.9%増の2万5,590円と上昇し
ていくと予測しています。
　ここで確認したいのは、空室率が上昇に転じても、すぐに賃料が
下落するわけではありません。空室率が上昇してあるレベルまで達
し、需給バランスがだいぶ緩んできた時に、賃料が下がり始めるわ
けです。過去のトレンドをみても、空室率の上昇と賃料の下落には
タイムラグがあり、とくに今回は賃料も、空室率も非常に緩やかな
動きなので、タイムラグは通常よりも長めになると考えています。
　賃料の上昇率は2022年には前年比0.9%増となり、ほぼ横ばい、
ピークに近いといえます。
　後ほど別の資料でも触れますが、2023年にオフィスビルの大量
供給が見込まれています。このあたりがオフィスマーケットの潮目
になるとみられ、「2023年以降にピークアウトへ向かう」と予測し
ています。
　どのようにマーケットを予測しているのかについて、導入してい
る「予測モデル」を簡単に説明しておきます。
　まず「需要予測モデル」では、需要に大きな影響を及ぼす“GDP
の成長率”と“失業率”を用いています。加えて、マーケット指標か
ら新規供給面積や現在空室となっている床面積等をもとにネット・
アブソープション（吸収需要）を推計します。「賃料予測モデル」で
は需要予測モデルで得られたネット・アブソープションと、募集賃

グラフ2　空室率と募集賃料
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料、成約面積等を用いて、四半期ごとの募集賃料を予測しています。
　このように、需要への影響要因を整理することは今後のマーケッ
トを考える上で重要なヒントを与えてくれます。
　そういった観点から、オフィス需要との相関が強い就業者数と失
業率をみてみましょう。
　先ほど安倍政権が始まった2012年からピークにあった空室率が
下がり始めたと指摘しましたが、就業者数も2012年第4四半期を
ボトムに増加に転じています。このボトム時の就業者数が6,263万
人でした。それから上昇に転じ、2019年には6,730万人まで増え、
この間に460万人も増加しました。
　ネット・アブソープションと前述しましたが、オフィス需要の公
式は「オフィスワーカーの数」×「1人当たりの床面積」です。ワー
カー数の増減はオフィスの需要に直結するわけで、約7年間におけ
るワーカー数の増加がこの間の空室率を押し下げたということです。
　それでは、なぜ就業者数が増えたのでしょうか。その背景には二
つの要因があり、一つ目は女性の労働参加率が増えたこと、二つ目
はシニア層の男性の労働参加率が増加していることが挙げられます。

マーケットの変化に備える
　最後に、今後東京23区で供給される新規オフィスの見通しを紹
介しておきます。
　新規オフィスの供給は、2020年が28万坪、21年が10万坪、22
年が15万坪、23年が28万坪、24年が19万坪という状況です。
2011年～2019年の新規オフィス供給の平均は年間21万坪ですか
ら、今年と23年に大量供給が見込まれています。とくに、23年は
28万坪のうち、7割から8割を賃貸面積2万坪以上のAクラスビルが
占めています。駅直結であったり、ロケーションの良さであったり、
競争力のあるオフィスビルばかりです。そのため既存ビルでは二次
空室が懸念される状況にあります。
　繰り返しになりますが、2023年が一つの潮目となる可能性があ
ります。貸し手市場の現在、マーケットの変化に備えるには良いタ
イミングだと思います。

ESG不動産と今後の方向性
日本大学	経済学部教授
（国土交通省「ESG投資のあり方検討会」座長）
	 中川 雅之氏

ESG投資の署名機関、
世界で2,460機関
　不動産投資において「ESG
（環境・社会・ガバナンス）
に目を向けた投資が行われる
べきである」という考えのも
と、国土交通省の中に「ESG
投資のありかた検討会」が立
ち上がり、その座長を務めて

いる関係から、本日はESG投資の国際的な広がりの現状、そうした
中での日本の取組み状況、検討会で議論された内容等を紹介して
いきます。
　ESG投資とは、何がきっかけで拡がったのでしょうか。
　これは、国連機関である国連環境計画と国連グローバル・コンパ
クトが2006年に公表した「国連責任投資原則」（PRI）に起因して
います。PRIが掲げているのは「投資家は環境（Environment）、社
会（Social）、ガバナンス（Governance）を意識して投資する」と
いう考え方です。
　私が専門としている経済学の領域で、投資とは「民間企業であれ
ば、収益の最大化を図るために行うもの」であり、また人であれば
「自己研鑽して自身の生産性を上げいくこと」なのです。環境や社
会、ガバナンスへの投資というのは、政府や国際機関が行うことの
ように考えられていました。PRIの公表によって、投資家が投資先に
対してESGへの配慮を求める動きが拡大していったということです。
　とくに2013年以降、PRIへの参加を署名する署名機関数が増大し、
2019年1月時点で2,460機関にのぼり、投資残高（資産残高）は約
8,630兆円に達しています。このうち、日本の署名機関は75機関と
いう状況です。
　2015年に公表されたレポート『21世紀の受託者責任』では「投
資実務において、環境、社会、ガバナンスの問題を考慮しないこと
は受託者責任に反する」と明記されています。また、2017年の『21
世紀の受託者責任（日本のロードマップ）』では「日本は投資プロ
セスにおけるESGインテグレーションの程度が他の先進国に比べ遅
れをとっている」と指摘され、今後に期待するコメントが記されて
います。

徐々に浸透する不動産のESG投資
　2009年、欧州の年金基金グループが中心になって、ESG要素を
不動産投資判断に活用することを目的に「GRESB（不動産企業・
ファンド単位のESGに係るベンチマーク評価）」を設立しました。
　この「GRESB」（リアルエステート評価）へ参加する各国の企業
は年々増加していて、2019年には1,005企業にのぼっています。こ
れに対して、日本の企業は年々増えているものの、2019年に70社
で、このうち、J-REITが44社と半数以上を占めている状況です。
　企業の中には、ESG投資が重要であると思っている人、そうは
言っても事業活動の中で収益を取っていかなければならないと思っ
ている人、いろいろな意見の方がいらっしゃいます。そもそも環境
や社会への投資は企業や個人が行うものではありませんでした。す
ぐにESG投資が定着するというわけにはいきません。
　ESG投資に対する日本の投資家の意識を調査した結果（不動産
証券化協会が実施した2回にわたる調査結果をもとに国土交通省が
作成したもの）があります。それによると、「不動産のESG投資に
興味があるか」との問いに対し、「興味がない」と回答した割合は、
年金基金が83.3%（平成29年調査）、67.5%（同30年調査）、一般
機関投資家が67.9%（同29年調査）、51%（同30年調査）と、いず
れも「興味がない」との回答が過半数を超えています。そして、
「不動産のESG投資に興味がない理由」として、年金基金と一般機
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関投資家が挙げたのは「ESG投資の認知が広がっておらす、説明責
任を果たせない」、「長期的な運用パフォーマンスが向上しない、
または悪化すると考えるため」といった理由です。このあたりが日
本で伸びていない原因なのだと思います。
　ただ、不動産私募ファンドを運用している不動産運用会社に対す
るアンケート調査では、「今後ESGを考慮する投資家が増えると思
う」が8割近くにのぼり、ESGへの取組みをウェブページに開示し
たり、ESG専門部署を設置するなど社内体制を整備する動きが出て
きています。

経済学の「公共財ゲーム」とESG投資
　経済学の用語で「公共財」というワードがありますが、公共財は
伝統的に政府や国際機関が整備してきました。ESG投資に例えるの
であれば、企業や個人に対し、公共財への投資を求めているのが
ESG投資です。
　大学の授業のようになりますが、経済学の実験で「公共財ゲー
ム」というゲームがあります。4人のグループをつくり1人20枚の
トークン（偽コイン）を配ります。それを元手に“グループのため
のファンド”という箱の中に、4人の持っている20枚のトークンか
ら何枚かを投資してもらうというゲームで、“グループのための

ファンド”に4人が投資した枚数の合計の
40%が各人に還元されるというルールで行い
ます。4人のうち、誰かが投資すれば、全ての
人に還元があるという、まさに公共財の性質
を持ったゲームです。
　利己的で合理的な行動をする個人を前提に
すると、A君の収益は20枚のトークン「自分
が投資したトークン」×0.4（自分が投資した
トークン他の3人の投資トークン）になります。
つまり、他の人よりも1枚余計に投資した場合
の収益の変化は、−1枚のトークン＋0.4×（1
枚のトークン）＜0　となるので、自分は投資
しないで他の人の投資に乗っかるのが最も良
い戦略になります。
　したがって、誰も投資しないので、グルー
プ全体の収益は20枚のトークン×4人の80枚
です。しかし、全ての人が投資してくれたらど
うなるでしょうか。A君の収益は20枚のトー
クン−20枚のトークン＋0.4×80枚のトーク
ンで32枚のトークンになり、4人合計すると
32枚のトークン×4人で128枚と、グループ全
体でFull	Cooperationの富を形成することが
できます。
　この128枚、Full	Cooperationが社会的に
最適なのに、誰も投資しないので実現できない
わけです。これを社会的ジレンマといいます。
　ここで罰則を導入すると、投資行動は変
わってきます。また、利己的で合理的な個人と

いう前提でしたが、グループのために公共財に投資するという意識
に変わってくれば、投資行動は変わってくるはずです。
　ESG投資に置き換えれば、個人や企業が社会のため、環境のため
にという意識に浸透していけば、ESG投資が拡がっていくといえる
でしょう。

不動産におけるESG投資促進に向けて
　国土交通省の「ESG不動産投資のあり方検討会」の座長として、
2019年7月に中間とりまとめを公表しました。
　中間とりまとめでは、「不動産は環境や社会に対する課題解決に
貢献できるポテンシャルが大きく、重要な対象である」との認識に
立ち、不動産におけるESG投資の促進に向け、世界的に拡がるESG
投資に対応するためには、リスク・リターンの二軸を踏まえただけ
の投資ではなく、社会的なインパクトという第三軸目を意識した投
資が実践される必要があると指摘しています。
　また、「不動産が中長期的に生み出す価値を踏まえて投資しなけ
ればいけない」とし、今後の方向性として①気候変動への対応、②
健康性・快適性の向上、③地域社会・経済への寄与、④災害への対
応、⑤超少子化高齢化への対応、⑥ガバナンスの確保（不動産特定
共同事業等）、⑦資金支援の充実―等を挙げました。

2020春エグゼクティブサロン
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ビ ル キ ョ ウ サ ロ ンビ ル キ ョ ウ サ ロ ンビ ル キ ョ ウ サ ロ ン

　ダイヤオフィスシステムは、1974年に
三菱商事の複写機事業を分離し、三菱商事
の子会社「千代田ユービックス㈱」として
誕生しました。その後、1990年に現在の社
名に変更。2004年に三菱商事からMBOに
より独立し、これを機にFM事業やICT事業
に進出しました。この間、丸の内から神田、
神田から青山へと事務所を移転し、2012
年に創業の地である丸の内に戻り、ライブ
オフィス『丸の内プラットフォーム』を併
せて開設しました。このライブオフィスを
2018年にリニューアルし、時間や空間にと
らわれない「ABW（アクティブティ・ベー
スド・ワーキング）」機能等を導入し、その
際に文書管理支援業務に乗り出しました。

　本日は、働き方改革に欠かせないペー
パーレス化の取組みについて、「電子契
約」という観点からペーパーロジック㈱の
深沢様より紹介してもらいます。
　ペーパーロジックは、当社の代表取締役
会長の横山公一が青山綜合会計事務所の
代表パートナーを務めていて、会計事務所
のあまりに文書の多いことに対応するため
に設立した会社です。
　現在、日本では文書の法定保存義務を定
めている法律が298もあります。2000年
頃から規制緩和が進み、2005年に「e-文
書法」という法律が成立しました。これに
より、298のうち、250以上の法律が原本
を電子化して保存しても良いという方向に
変わってきています。例えば、税法上では
領収証や請求書、見積書など通常7年間の
保存義務のある国税関係書類が、また会社
法では総会議事録や取締役会議事録など
が“紙”ではなく電子データとしての保存
が可能になっています。
　当社は、組織のあらゆる部門における保

存ビジネス文書の電子化に対応しています
が、ここでは電子契約について紹介します。
そもそも「契約自由の原則」により、契約
は口頭・書面など締結方法は問わず成立す
るのですが、当事者双方が捺印した契約書
を作成するのが一般的です。それでは紙の
契約書ではなく、電子契約でも有効なので
しょうか。
　この点については、2000年に制定され
た電子署名法により「契約当事者本人が、
本人だけが署名できる環境下で電子署名
をされた契約書データであれば、『紙と同
等の証拠力』がある」と推定されます。
　従って、電子契約に切り替えると、電子
契約が電子保存できるので、紙による契約
書のように保存場所を必要とせず、コスト
の削減になり、検索も容易になります。何
よりも印紙が不要なので、印紙代が大幅に
削減することができます。当社のサービス
内容の詳細はhttps://parperlogic.co.jpを
ご覧ください。

ビルキョウサロン（12月17日開催）

「電子契約による印紙代削減と
   業務効率化の提案」
～印紙代0円の実現に向けて～

ダイヤオフィスシステム㈱

　当社は、ダイキン工業㈱100%出資の子
会社で、空調の設計から施工、保守・管理
までをワンストップ体制で行っている会社
です。
　本日は、当社と三井物産の合弁会社とし
て2016年に設立したエアアズアサービス
㈱（以下、AaaS社）が提供する「パース
（PaaS＝Product	as	a	Service）モデル」
について紹介します。
　AaaS社は、空調設備を単に販売する
“売り切り型”ではなく、そのあとのメンテ
ナンスや空調ランニングコストの削減等ま
でを含む「快適な環境を提供するビジネ
ス」、「製品ではなく、空気を提供すると
いう発想」のサービスとしてのビジネスモ

デルを目指しており、それが「PaaSモデ
ル」です。現在、様々なモノがインター
ネットへ接続するIoTやデータ解析技術の
発展に伴って、「所有」から「利用」で得ら
れる付加価値を求める時代へ移ってきてい
ます。例えば、音楽であれば、月額固定料
金でネットから聴き放題の「サブスクリプ
ション」サービスの利用が当たり前になっ
てきています。
　「PaaSモデル」は、ハードウェアとして
の製品販売だけでなく、製品の性能により
生み出す成果を提供する「パフォーマンス
ベース・サービス」として販売しているも
ので、AaaS社が空調機器の選定・保有
（所有）を行い、月額料金と利用機関にお
いて、①冷房28℃以下、暖房20℃以上、
②72時間以内稼働保証―のサービスレベ
ル契約を展開しています。つまり、快適な
空調空間を月額固定料金で提供するサブス
クリプション型のビジネスモデルというこ
とです。
　AaaS社の空調運転データの活用方法
を紹介します。まず、空調機器を保有する

AaaS社が設定した集中管理コントローラ
のもとで運転している個別・分散空調の運
転状態をモニタリングします。従来のよう
に保守やメンテナンスといった快適な空調
環境を維持するためにデータ活用するのに
加え、解析したデータから最適な空調の運
用方法を立案する「運用改善コミッショニ
ング」を行っています。定期的に解析した
データをもとに、集中管理コントローラの
設定やデマンド制御を変更し、顧客価値の
向上（省エネや省コスト）につなげていま
す。
　運用改善コミッショニングによって、冷
暖房負荷や消費電力、電力デマンド制御、
室内環境・室内機運転などの実態が見える
化でき、様々な角度からデータ分析できま
す。2018年1月から本格的にサービスを開
始し、病院・福祉施設、オフィス・工場、店
舗、宿泊施設など13物件で採用いただいて
います。
　詳細については、AaaS社のホームペー
ジ（https://airasaservice.com）をご覧く
ださい。

ビルキョウサロン（2月18日開催）

「空調も『所有』から『利用』の
新時代へ！」
～エア・アズ・ア・サービスという
　新しい選択肢～

ダイキンエアテクノ㈱

　（一社）東京ビルヂング協会では、会員及び賛助会員が自由に集まり、情報交換
する場として、毎月第３火曜日に「ビルキョウサロン」（三火会）を開催してい
るが、毎回講師をお招きし、勉強会を兼ねた懇親会として大盛況となっている。
ここでその講演の一部を紹介する。
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（会社名）　株式会社 パレスホテル
（住　所）　東京都千代田区丸の内 1 − 1 − 1
（代表者）　取締役社長　吉原 大介　
（ひと言コメント） 私たちパレスホテルは、お客様の安心と安全を常に最優先と

する伝統を守り続けるとともに、積極的に環境や地域社会に
対する責任を果たします（CSR 活動より）

（事業の内容） ・ホテル経営
 ・宴会場及びレストランの経営
 ・食品の製造・加工及び販売
 ・土地建物の賃貸
（従業員数）　703 人
（会社の沿革） 1960 年　会社設立

 1961 年　パレスホテル・パレスビル開業
 2012 年　建替えによりパレスホテル東京・パレスビル開業
（所有・管理ビル）　「パレスビル」
（担当者）　総務部長　石井 昌和
（紹介者）　三菱地所㈱

新会員紹介
パレスホテル正会員

（会社名）　東京地下鉄 株式会社
（住　所）　東京都台東区東上野 3 − 19 − 6
（申込者）　代表取締役社長　山村 明義
（事業の内容）�旅客鉄道事業の運営、流通事業・不動産事業・情報通信事業など関連事業の運営
（担当者）　総務部総務課　渡邉 彰
（紹介者）　三菱地所㈱

リアルゲイト　

東京地下鉄　

賛助会員

賛助会員

（会社名）　株式会社 リアルゲイト
（住　所）　東京都渋谷区千駄ヶ谷 3 − 55 − 18
（申込者）　代表取締役　岩本 裕
（事業の内容）�不動産に関するコンサルタント、不動産賃貸、不動産管理運営業務ほか
（担当者）　執行役員　黒川 亮
（紹介者）　サッポロ不動産開発㈱

新規会員の紹介をお願いします
東京協会では、会員増強に向け、新規会員の募集を積極的に展開しています。
ホームページを通じ、また講演会や見学会など協会行事を紹介するリーフレットの配布により、協会活動や会員メ
リットをPRしてまいります。
会員におかれましては、入会をお薦めいただく企業のご紹介を事務局までお願いいたします。

東京ビルヂング協会　事務局　☎ 03（3212）7845
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日時：	令和2年2月25日（火）	 	
15時～16時

1.決議事項 
（1）新規会員の入会について
　賛助会員として申し込みのあった㈱
リアルゲイトについての入会が異議な
く承認された（13頁参照）。
（2）	令和2年度事業計画並びに予算の

件
　令和2年度事業計画、令和2年度予算
が異議なく承認された。
2.報告事項（主な事項のみ掲載）
（1）	代表理事及び業務執行理事の職務

執行に関する報告
　代表理事である木村会長、種橋副会
長、業務執行理事である櫻井専務理事、
森本常務理事及び坂本常務理事が業務
執行状況について報告した。
（2）東京都知事要望について
　予算等の要望書を都知事宛に直接提
出したことを報告した。
（3）令和2年度税制改正大綱（ビル事
業関連分）について
　令和2年度税制改正大綱（ビル事業
関連分）の概要について報告した。
（4）国際関係について
①	令和元年度シンガポール・タイ研修
視察報告の件
②	BOMAフィラデルフィア総大会参加
及び米国ビル事情視察団について

（5）	第11回エグゼクティブサロン実施
報告

　2月5日に開催したエグゼクティブサ
ロンについて報告した。
（6）	低炭素社会づくり推進キャンペー

ン講演会報告
　2月11日開催の低炭素社会づくり
推進キャンペーン講演会について報告

した。
（7）令和2年新年賀詞交歓会実施報告
　本年1月9日に開催した新年賀詞交歓
会の実施状況について報告した。

日時：令和2年3月31日（火）
1.決議事項 
（1）新規会員の入会について
　正会員として申し込みのあった㈱パ
レスホテル、賛助会員として申し込みの
あった東京地下鉄㈱について、異議な
く承認された（13	頁参照）。
（2）令和元年度事業報告承認の件
　令和元年度事業報告案が異議なく承
認され、定時総会で報告することと
なった。
（3）令和元年度決算承認の件
　令和元年度決算案が異議なく承認さ
れ、定時総会に上程することとなった。
（4）役員選任（案）承認の件
　本年は役員改選期ではないものの、
森本常務より、今回の総会終了を以て
退任する旨の申し出のあった森本常務
の後任候補者として北川純氏を補充選
任することを諮ったところ、異議なく承
認され、定時総会に上程することと
なった。
（5）第51回定時総会招集の件
　4月22日（水）16：30より、日本工業
倶楽部会館において第51回定時総会を
開催することが異議なく承認された。

組織・広報活動委員会（書面開催）
日時：令和2年	2月	26日（水）
議題：以下のとおり
1.		組織・広報活動委員会の令和2年度
活動方針について

　次年度の活動方針案が了承された。
2.報告事項
（1）	組織・広報活動委員会の今年度活

動報告について
　今年度の活動（ビルキョウサロン、講
演会、見学会ほか）を報告した。
（2）	日本ビルヂング協会連合会創立

80周年記念行事について
　連合会80周年記念事業の概要を紹介
した。

管理委員会
日時：	平成31年	2月	27日（木）	

12：00～13：30　
場所：東京ビルヂング協会会議室
議題：以下のとおり
1.		ビルの管理に係る外部委員会活動報
告

　国交省の検討会が取り組んでいる
「建築物の電気設備の浸水対策ガイド
ライン」の骨子について説明。　
2	.管理関係事項に関する情報交換
　新型コロナウイルスに関連し、各社
の対応状況について情報交換した。

財務委員会（書面開催）
日時：令和2年3月30日（月）
議題：以下のとおり
1.		令和元年度事業報告（案）並びに決
算（案）について

　書面決議により、理事会に上程する
ことが承認された。

総務委員会（書面開催）
日時：令和2年3月30日（月）
議題：以下のとおり
1.		次の2社の新規入会について、理事
会に上程することが承認された。

正会員：㈱パレスホテル
賛助会員：東京地下鉄㈱

理事会・委員会報告理事会・委員会報告
2月理事会

3月理事会（書面開催）

委員会
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
日本ビルヂング協会連合会 総会関連行事中止のお知らせ

機関誌誌面等一部変更について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する取
組みとして、日本ビルヂング協会連合会と東京ビルヂ
ング協会連合会の事務局では、一部在宅勤務を導入す
るなど職員の感染防止対策を講じているところです。
事務局体制の縮小に伴い、会員の皆さまにはお問い合
わせの対応などにご不便をおかけしておりますが、ご理
解賜りますようお願い申し上げます。
　日本ビルヂング協会連合会は今年、創立80周年の節
目にあたり、6月3日の定時総会に合わせ、種々の記念
行事を企画し、既に参加の申し込みを多数受け付けて
おりました。
　しかしながら、現在の新型コロナウイルス感染症が拡
大している状況においては、会員の安全安心を守りつつ、
総会関連の記念行事を円滑に実施するにはあまりにも
リスクが大きく、感染拡大を防止する観点から、記念行
事を中止せざるを得ないとの判断にいたりました。
　第80回定時総会は予定通り開催いたしますが、総会

は極力安全に配慮し、出席者を絞った形式で開催する
ことを考えており、これにつきましては後日正式にご案
内いたします。何卒、事情ご賢察の上ご理解賜りますよ
うお願い申し上げます。
中止する関連行事は以下の通りです。
●「	中小ビルの経営を考える集い」と	 	 	
懇親パーティー（6/2）

●創立80周年記念講演会（6/3）
●創立80周年記念パーティー（6/3）
●懇親旅行会、懇親ゴルフ会（6/4）
　ビル業界は、新型コロナウイルス感染症に関連した
厳しい影響を受けることが予想されています。これまで
も日本ビルヂング協会連合会、そして東京ビルヂング
協会のホームページ等を通じ、新型コロナウイルス感染
症の対応等に関する情報を発信してきておりますが、
今後も会員の皆様と連携を図りながら対応してまいり
ます。

　日本ビルヂング協会連合会では偶数月に機関誌『びるぢ
んぐ』を、東京ビルヂング協会では奇数月に『BUILDING	
TOKYO』を発行しています。
　昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って、
国や東京都の政策担当者への寄稿依頼、また民間プロジェ
クトの開発担当者にお願いする原稿の寄稿にも支障が出て

きております。さらには地方都市への取材も大変難しい状
況となっております。
　これまで原則16頁をベースに発行しておりますが、新型
コロナウイルス感染症の影響で今後は頁数を含め誌面に変
更の出る可能性があります。どうかご理解いただきますよ
うお願い申し上げます。
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