
▼
シリーズ脱炭素化に向けて－② ENEOSの取り組み

▼
「不動産業における脱炭素社会実現に向けた長期ビジョン」を公表

BUILDINGBUILDING
TOKYOTOKYO

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

5
月号

2021年 No.282

ISSN 0386-510X



2 BUILDING TOKYO ─ MAY.2021.

1.はじめに
　「再生可能エネルギー」という単語は、
今や紙面・Webページ・広告といった
様々な媒体で頻繁に目にするものと
なっています。企業はもとより、家庭・
個人のレベルでも再エネを導入してい
る、導入を前向きに検討しているといっ
た声が多く聞かれます。不動産業界に
おいても、大都市の大型オフィスビル
群への再エネ導入のニュースは記憶に
新しく、この傾向は2020年以降顕著と

なっています。それは何故でしょうか？
　その根底には「脱炭素社会」を目指
す国際的枠組み「パリ協定」の存在が
あります。2015年採択、2016年発効の
この協定、昔のことのように思われる方
もいらっしゃるかもしれませんが、加盟
各国が目標への対策をスタートする年
こそが「2020年」であり、このスター
トラインに向けて、国内外において様々
な仕組みが準備されてきたのです。
　こと電気においては、発電・消費・小

売におけるそれぞれの場面で時間差を
もって準備が整えられてきました。一
部はパリ協定の前身である京都議定書
の実行時から着々と積上げられてきた
ものです。（図表1）
　発電部門においては2003年からの
「電気事業者による新エネルギー等の
利用に関する特別措置法」に基づくRPS
（Renewables Portfolio Standard）
制度に始まり、東日本大震災後の2012
年にこれを引き継ぐ形で始まった「電

再生可能エネルギー由来電気の展望と
低炭素・循環型社会への貢献に向けた取り組みについて
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ENEOS株式会社 リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部 電気ガス直売グループ　泉 英智

図表1　再生可能エネルギー由来電気に関する略年表
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気事業者による再生可能エネルギー電
気の調達に関する特別措置法」に基づ
くFIT（固定価格買取）制度により、再
エネの発電規模は大きく拡大しました。
2011年度に2.6%であった全国の再エ
ネ電源構成（※1）は2019年度で10.3%
と、年率20%近い伸率となっています。
（図表2）
　消費部門においては2001年から日本
初のVER（第三者認証排出削減量）で
ある「グリーン電力証書」制度が民間
主導で始まり、環境意識の高い企業に
おけるCSR活動の一環として、再エネ電
気の使用や再エネ電源普及の取組が行
われてきました。これと並行して政府主
導のクレジット制度である「J-クレジッ
ト」（※2）が2013年に創設され、当該2
制度が両輪となって、消費者のCO2排
出量削減活動を支えてきました。また
企業を取り巻く環境として、2006年の
国際連合によるPRI（責任投資原則）提
唱以降、世界の投資家が従来の財務情
報だけでなく、環境・社会・ガバナンス
要素を考慮した投資、いわゆる「ESG投
資」を積極推進するようになり、パリ協
定採択以降この傾向がより顕著となり
ました。日本においてはGPIF（年金積
立金管理運用独立行政法人）が2017年
にESG投資を開始したことが大きな契
機となり、企業価値向上の手段として、
脱炭素・再エネ導入施策を採用すると
いう潮流が形成されつつあります。
　一方で小売部門は大きく出遅れてい
ました。電力小売完全自由化前の2005
年から「地球温暖化対策の推進に関す
る法律」（温対法）に基づく温室効果ガ
ス排出量算定・報告・公表制度が始ま
り、2010年には「エネルギー供給事業
者による非化石エネルギー源の利用及
び化石エネルギー原料の有効な利用の
促進に関する法律」（高度化法）により

非化石エネルギー源の導入目標が定め
られましたが、当時は消費者の元に環
境価値を伴った再エネ電気を届ける手
段が非常に限られていました。その後
2017年に「メニュー別排出係数」制度
が整えられ、2018年にはFIT制度の元
で買い取られた環境価値を小売電気事
業者が「非化石証書」として購入し、
CO2排出係数の低減に使用できるよう
になりました。当該2制度が整備された
ことにより、消費者は小売電気事業者
が提供する電力メニューを選択するだ
けで、再エネ電気や低炭素の電気を手
軽に購入できるようになったのです。
2021年現在、低炭素の電力メニューを
提供する事業者は60を超え、今後更に
増えることが想定されます。
　このように「再エネ電源の拡大」「再
エネ調達機運の醸成」「簡易な再エネ
調達手段」という諸条件が揃って迎え
た2020年が、再エネ電気市場拡大の起
点といえるのではないかと思います。

2.ENEOSが提供する   
　再エネ電気メニューと 　
　再エネ電気販売の課題

　当社が再エネ電気の販売を開始した
のは2019年、いわゆる後発組です。ご
存知の通り当社は石油製品製造販売を

出自としており、1998年から参入した
電気事業においても、製油所の効率運
用目的で建設された石油（残渣）火力
発電所が今なお電源構成の3割程度を
占めています。当社は事業構造上、一
般電力を低炭素で販売することが困難
ですので、年々増してゆくお客様の声
にお応えするため、再エネ電源の確保
と並行して「メニュー別排出係数」制度
を使用した再エネ電気のメニュー作り
に取り組みました。
　当社は新メニュー作りにあたり先行
各社に伍してゆくため、あるキーワード
に拘りました。それは「RE100対応」です。
　RE100はThe Climate Groupが主催
する国際イニシアチブで、事業で用い
る電力を100%再エネで調達することを
目指す企業の集まりです。全世界で
280社以上のグローバル企業が加盟し、
そのうち日本企業が50社（※3）、加盟企
業は年々増え続けています。
　RE100加盟企業が使用する再エネ電
気には、一般的な低炭素電気と比べて
より厳しい条件が求められます。要約
すると「国内の特定の電源から、排他的
に再エネを供給する」ことが必要とい
うことです。この条件は、小売電気事業
者にとって電気の調達に大きく制限を
課すものですが、消費者から見れば

図表２　日本における再生可能エネルギー発電量推移（水力除）
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RE100への加盟有無に関わらず、「どこ
からどのような再エネを買っているか」
「重複計上なく再エネを買えているか」
といった情報は当然得られると考える
筈です。当社が再エネ電気のメニュー
化を行う際、そうした消費者からの問い
に「Yes」と答えられることを念頭に準
備を進めました。
　RE100対応として認められる再エネ
電気は3タイプに大別されます。当社は
当該3タイプについて、「CO2オフセッ
ト実施の有無」により区分された2つの
メニューを販売しています（図表3）。
お客様はそれぞれのメニューの価格、
環境性能、対外的なアピールポイント等
を総合的に評価し、これを選択します。
　当社メニューを簡単にご説明いたし
ます。ひとつは「再エネ電力メニュー」
です。こちらは当社が「固定価格買取制
度の対象でない」（非FIT）の発電所か

ら調達した電気を送配電網経由で販売
するものです。発電事業者と交わす受
給契約に基づいて電源が特定されると
ともに、電気は環境価値を保持したま
ま（※4）消費者へ届きます。この電気は
CO2オフセットを必要としない再エネ
電気であり、「再エネを買っている」こ
とを強くアピールしたいお客様にお勧
めするものです。もうひとつは「CO2フ
リー電力メニュー」です。こちらは当社
がCO2オフセットを行い排出係数
0t-CO2/kWhに調整した電気を販売す
るものです。オフセットに用いる証書に
より、「FIT電気+トラッキング付非化
石証書」もしくは「電源を特定しない電
気+J-クレジット（再エネ電力由来）」
（※5）とタイプの異なる電気を並列して
販売しています。お客様が再エネ調達
を主張する場合にオフセットした電気
である旨の注記を要する等、多少の制

約はありますが、より経済的な再エネ導
入検討が可能なメニューです。
　当社が再エネ電気メニューの販売を
開始して2年、徐々にお客様から支持い
ただき取り扱い件数、規模は拡大して
おります。その一方で再エネ電気販売
の課題も見えてきました。
　最大の課題は消費者にとって「再エ
ネがコストの高い電気」であることです。
現在CO2オフセットに最も多く使用さ
れている非化石証書は日本卸電力取引
所（JEPX）を介した入札で取引されま
すが、入札価格には1.3円/kWh～4.0/
kWhと上下限値が設けられています。
つまり非化石証書でCO2オフセットさ
れた再エネは「必ず1.3円/kWh以上高
い電気」という訳です。この環境価値は
現在、消費者が企業価値向上のための
コストとして受容するか、小売電気事
業者が利益を削って供給するか以外に
負担する方法はありません。定量的に
把握可能な「非化石証書約定量」およ
び「J-クレジット償却量」から推定され
る再エネ電気消費量が全国の0.2%程度
に過ぎない（図表4）ことを鑑みても、
消費者がまだ再エネ電気コストの高さ
を理由に導入を躊躇っている実態が伺
われます。将来的には技術革新による
再エネ投資コストの低減や、大規模再
エネのFIT買取期間終了（卒FIT）等が
調達コストを押し下げることが期待さ
れますが、コストを巡る販売と消費の
溝が埋まるには少々時間を要すること
と思います。

3.低炭素・循環型社会に  
　ENEOSができること
　2020年10月に菅内閣総理大臣が
2050年カーボンニュートラル、脱炭素
社会の実現を目指すことを宣言しまし
た。そしてこの宣言を受け同年12月に

図表３　RE100 対応再エネ電気タイプおよび ENEOSの再エネ電気メニュー

図表４　J-クレジット償却量および非化石証書約定量の推移
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経済産業省が「2050年カーボンニュー
トラルに伴うグリーン成長戦略」を策
定し、官民が2050年までに目指す筋道
が示されました。当該戦略の大前提に
は「電力部門における脱炭素化」および
「非電力部門の電化」が据えられており
（図表5）、向こう30年にかけて、電化
により増加する電力需要を脱炭素電源
で供給してゆくことが求められていま
す。
　当社はこれに先立つ2019年5月に
「2040年JXTGグループ長期ビジョ
ン」（※6）を策定・発表し、当社グルー

プの「ありたい姿」を明示しました。こ
の中で当社は2040年のカーボンニュー
トラル化をはじめとする施策を通じた
「低炭素・循環型社会への貢献」を目標
のひとつとして掲げ、その具体例として
当社がエネルギー供給に加え、地域社
会の基盤を支えるプラットフォーマー
として新たな街づくりに貢献してゆく
将来像（図表6）を描いております。再
エネ電気の供給はこうした社会の土台
となるものです。当社は前述の法人向
け2メニューに加え、本年3月に個人・
家庭向け「ENEOSでんき」において

「EV・PHEV・FCV向けCO₂フリー特約
Ⅰ」（※7）を開始しました。将来において
は日常生活の大小あらゆる場面での再
エネ需要に応えられる体制づくりが必
要であり、そのためには安定かつ低廉
な再エネ電源による電力供給が欠かせ
ません。当社はエネルギー供給企業と
して、今後も継続的な再エネ電源の拡
充および供給体制の強化を通じて、脱
炭素を目指す社会への貢献に努めてゆ
く所存です。

【脚注】
（※1） 経済産業省「総合エネルギー統計」

より、構成比数値は水力発電除き
（※2） 2008年に創設された「国内クレ

ジット」（経済産業省主導）および、
同年創設の「J-VER」（環境省主
導）を統合する形で2013年に「J-ク
レジット」制度が創設

（※3） 2021年3月現在の加盟社数
（※4） 2020年度以降、非FIT電源による

電気の非化石価値は「非FIT非化石
証書」制度に基づき、当該非化石証
書を他者に販売せず保有している
ことを証することにより担保されて
います。

（※5） J-クレジットでオフセットした電気
は小売電気業者が「再エネ」と訴求
して販売することはできませんが、
消費者が再エネであることを主張
することは可能であり、RE100要件
に適合しています。

（※6） 発表当時のグループ名。現在は社
名変更により「ENEOSグループ」
です。

（※7） 環境省「再エネ電力と電気自動車や
燃料電池自動車等を活用したゼロ
カーボンライフ・ワークスタイル先
行導入モデル事業」における対象再
エネ電力メニューに選定されていま
す。

再生可能エネルギー由来電気の展望と
低炭素・循環型社会への貢献に向けた取り組みについて

シリーズ 脱炭素化に向けて̶② ―ENEOSの取組み

図表５　経済産業省「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」より抜粋

図表６　「2040 年 JXTGグループ長期ビジョン」より抜粋
　　　　「地域パートナーとの連携による街づくり事業（例）」

再エネ電気はENEOSへ
03-6713-4346(お客様窓口 )
izumi.hidetoshi@eneos.com
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　　 「不動産業における　　 「不動産業における
脱炭素社会実現に向けた長期ビジョン」を公表脱炭素社会実現に向けた長期ビジョン」を公表

　日本ビルヂング協会連合会では、経団連よりの「温暖化対策の長期ビジョンに関する情報提供・策定に向けた検討のお願
い」（2018年10月）を受け、（一社）不動産協会とともに、脱炭素社会の実現に向けて不動産業が目指す方向性、社会貢献
についての策定を進めてきました。
　2020年10月、日本政府としてカーボンニュートラルを目指すと表明したことを踏まえ、東京ビルヂング協会 地球環境委
員会の協力のもと、不動産協会と共同で策定し、公表しました「不動産業における脱炭素社会実現に向けた長期ビジョン」
について、ビル事業に関する概要をご紹介させて頂きます。

表 2　不動産業が想定する社会像

表1　 不動産業における気候変動のリスクと機会

環境・エネルギー等に係る国内外の動向

1章
長期ビジョン策定の背景

　国際的な脱炭素化に向けた動きが加速化
しており、日本においても2050年までに
カーボンニュートラルの実現を目指すこと
が示されました。
　不動産業として、気候変動がもたらす変
化をリスクと捉えるだけでなく機会として
活用できるよう（表1）、カーボンニュート
ラルの実現に向けて目指すべき方向性を整
理することで、不動産業における長期ビ
ジョンを策定することとしました。

2章
環境・エネルギー・まちづくりに

関する社会情勢

　本ビジョンでは、環境、エネルギー、ま
ちづくりの分野に関する国際動向と国内
動向を踏まえ、2050年に向けた社会情勢
の変化として9つのテーマを抽出しました
（表2）。

9つのテーマを抽出

国際
動向

国内
動向

● SDG's やパリ協定等の国際的な枠組みや ESG 投資の拡大等の金融機関から
の要請によって、企業活動における環境面への取組の重要性が増大している。

● 気候変動分野を中心に企業主体とした民間イニシアチブが拡大しており、脱
炭素に向けた動きの中で企業の取組がメインストリームとなりつつある。

● 中長期的な人口減少が予想される中で、技術革新や ICTの深化によって社会
課題の解決を目指すという大きな方向性が示されている。
● 環境面において、世界的な潮流を受けて官民ともに脱炭素化に向けた動きが
加速化している。

・台風・豪雨・洪水
・海面上昇
・環境規制の厳格化

・ 気候変動対策に取り組んでいる  
企業の評価向上　
・ 環境性能の高い不動産の  
資産価値向上
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3章
不動産業として想定する
2050年の社会像

　抽出した社会情勢に関する9つのテー
マを、不動産業が2050年に向けて取組
むべき課題や将来像から、方向性が明
確である3つの「社会像」（脱炭素社会、
自然と調和した社会、レジリエントな社
会）と、変化の方向性を予見することが
難しい「不動産業に影響を与えるトレン

ド」に整理しました（表2）。
　不動産業を取り巻くマクロ環境は大
きく変化しており、特に「脱炭素社会」
はステークホルダーからの貢献や情報
開示への圧力が増す一方で、顧客ニーズ
の変化や新たなビジネス機会をもたら
すテーマとして捉えることができます。

4章
不動産業が目指すべき
方向性と貢献手段

　建物のあらゆるライフサイクルにお
いて、他のステークホルダーとも連携
して「脱炭素社会の実現」に向けた貢
献が必要となります。不動産業におけ
る貢献手段をサプライチェーンごとに
整理しました。（表3）

5章
不動産業の貢献の見える化

　不動産業による脱炭素社会実現への
貢献を見える化するため、2030年、

2050年に向けての方向性を図表化しま
した。このウォーターホールチャート
（表4）は不動産業としての目標を示す
ものではなく、我が国の中長期的な温
室効果ガス削減目標を実現していくた
めに、不動産業として想定される姿を
示したものです。
　会員の皆様が各ビルに応じた道筋、
シナリオを検討される際には、別途、国
土交通省が策定している「不動産分野
におけるTCFD（気候変動関連財務情
報タスクフォース）ガイダンス」に具体
的な事例が取り上げられていますので、
ご参照ください。

表4　ビル事業におけるカーボンニュートラル実現の道筋

表 3　各ステージにおける具体的な貢献手段



築90年「近三ビルヂング」のあくなき挑戦
―LEED v4 Goldに続き、BOMA360認証を取得―

2000年代に入って
環境対策本格化

　近三ビルヂングは、大正から昭和に
かけて活躍した日本を代表する建築
家・村野藤吾氏による設計。所有する
のは近三商事㈱で、同社はもともと
300年続く近江の呉服問屋だった。
1931年8月、代々営む呉服問屋「森五
商店東京支店」が1階に入居する形で竣
工した。
　のちにドイツを代表する建築家のブ
ルーノ・タウト氏が来日した際、同ビル
を視察。その様子をまとめた新建築探
検行『ブルーノ・タウト氏と歩く』
（1933年）の中で、タウト氏は近三ビ
ルヂングを「永遠の傑作」と評価して
いる。
　このように建築分野で評価の高いビ
ルを先代から引き継いだ近三商事㈱の
森隆社長、森正隆専務は、同ビルのバ

リューアップ、資産価値の向上に心血
を注いだ。1931年の竣工以降、6度に
わたる大規模工事を実施し、築90年の
建物でありながら耐震性能を高め、新
耐震基準をクリアするとともに、新築ビ
ルにも劣らない最新設備へ更新して
いった。
　こうした方針の一環から、環境性能
の向上にも積極的に取り組み、2000年
代に入ってからその動きを活発化して
いった。簡単に紹介しておくと、①

2006年にクールネット東京（東京都環
境整備公社）の省エネルギー診断を実
施、②2007年にクールルーフ推進事業
の助成による屋上の遮熱塗装を実施、
③2010年～12年にかけて（一財）ヒー
トポンプ・蓄熱センターによる空調熱
源システムのエネルギー使用調査に協
力、④2012年にBEMS導入による「見
える化」の推進―といったように環境
対策を推進していき、そうした中で、米
国の環境性能評価システム「LEED」に

　東京ビルヂング協会の理事会社である近三商事㈱が東京・日本橋室町に所有し、
まもなく築90年を迎える近三ビルヂングが米国の環境性能評価システム
「LEED」のGold認証取得（2018年）に続き、2020年10月に全米ビル協会の
BOMAインターナショナルによる優良ビル認定制度「BOMA360パフォーマンス
プログラム」の認証を取得した。
　近三ビルヂングは、米国・ニューヨークのエンパイア・ステートビルと同じ
1931年（昭和6年）の竣工だ。築年数が経過したビルがどうやって米国の環境認
証を取得することができたのか。その努力と取組みを紹介する。

森社長 森専務

近三ビルヂングの外観写真 LEED 認証（左端）とBOMA360 認証（右端）
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出会うことになる。

米国では築年数古いビルでも
LEED認証取得

　米国の環境性能評価システム
「LEED」の認証取得を担当したのは森
正隆専務。東京協会の理事会社である
㈱昌平不動産総合研究所が主宰する
「米国プロパティ・マネジメント視察研
修」に2008年～10年の3年間にわたっ
て参加したことがキッカケとなる。
　2008年の訪問時に視察したシアトル
のビルは1922年竣工と近三ビルヂング
より古いビルだったにもかかわらず、2
年後にLEEDのGold認証を取得した。
また、翌2009年の訪問時に視察したの
は、近三ビルヂングと築年数が同じ
ニューヨークのエンパイア・ステートビ
ル。ちょうど約550億円をかけた省エネ
改修工事の真っ最中だったが、その工
事終了後の2011年にLEEDのGold認証
を取得したことを後に知る。
　こうした米国ビル業界の動きに対し、
森正隆専務は「当時はLEEDが米国で普
及しつつある段階だったが、築年数を
経た古い既存ビルであっても認証を取
得することができている」と大いに刺激
を受けた。
実際、LEED認証の既存ビル版である
O＋M（Bui l d ing Opera t ion& 
Maintenance：ビルの運営と維持管
理）部門で認証を取得しているビルで
あっても、その空調熱源方式をみると、
日本の新築ビルにみられるような最新
の設備ではなく、冷房の場合でターボ
冷凍機、暖房の場合で重油焚やガス焚
きのボイラー等を使用している。
　LEED認証を取得したビルの設備や管
理状況を視察した森正隆専務は「近三
ビルヂングでもLEED認証が取得できる
のではないか」との感触を強めた。森隆
社長の了解を得て、2012年に専門家の
平松宏城氏による指導のもと、LEED認
証取得（v2009既存ビル版）の適合性

分析を受けるに至った。
　その結果は、ENERGY STAR（アメリ
カ環境保護庁の定める省エネ性能）が
93点と評価されたものの、課題も見つ
かった。まず、衛生器具の節水機能で、
手動の衛生器具（蛇口やトイレの便器
等）を節水型の自動水栓・洗浄に改修
する必要があった。また、空調の換気能
力も基準を満たしていなかった。地下
の応接や会議室の空調が個別空調で、
換気が換気扇による排気のみだったこ
とや、テナント貸室内の間仕切りした会
議室において外気導入が不十分で換気
量不足と判定されてしまった。
　同社ではすぐにでも対応したかった
ものの、当時は大掛かりな耐震工事を
前にしていた。このため、耐震工事を優
先することとなり、LEEDの認証取得は
一旦中断することとなった。

国内で初めてArcによる
LEEDv4.0認証取得

　再びLEED認証取得を目指し、動き出
したのは大規模な耐震工事を終えた
2016年から。前回とは違うのは、従来
型の申請方法ではなく、新たにできた
「ArcによるLEED O＋M認証方式

（Performance Score Path）」での認
証取得に取り組んだ点。
　ArcはLEEDの運用・審査団体GBCI
が別途立ち上げた団体が運用するWeb
ベースのデータ蓄積用プラットフォー
ム。5つのカテゴリー（①ENERGY＝ビ
ルの電気・ガス使用量、②WATER＝ビ
ルで使用する水道使用量、③WASTE＝
ビルから排出されるごみの量、④
TRANSPORTATION＝通勤時の交通手
段・通勤距離に関するテナントアンケー
トの結果、⑤HUMAN EXPERIENCE＝
室内の快適性に関するテナントの評価
と室内のTVOC濃度測定結果）に関し、
データを入力するとスコア（点数）が算
出される。このスコアを「LEED v4 O
＋M」に申請できるというもの。
　この方式でビルオーナー（申請者）に
求められたのが「敷地管理ポリシー」・
「日常の調達および廃棄物ポリシー」・
「グリーン・クリーニング・ポリシー」・
「施設管理・改修ポリシー」といった4
つのポリシー文書の作成・提出だ。
　申請を担当した森正隆専務は「ひな
型が提示されているものの、米国と日
本の法規や基準、文化などの違いが
あって、作成にはかなり手間取った」と
振り返る。たとえば、グリーン・クリー

近三ビルヂングのArc スコアの説明
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ニング・ポリシーで、環境に配慮した清
掃用品の使用が求められるが、LEEDに
準拠した製品が日本に普及していない
ケースや改装に使用する建材もLEEDに
準拠した部材が一部にしかないことな
どが見受けられ、加点ポイントの獲得
を諦めた項目もあったという。
　こうした時間と苦労を重ねた結果、
2018年5月にLEEDのGold認証を取得
するに至った。

2020年秋、
BOMA360パフォーマンス
プログラム認証も取得

　「BOMA360パフォーマンスプログ
ラム」は、BOMAインターナショナル
（全米ビル協会）が2009年からスター
トした優良ビル認定制度で、ビルの運
営管理全般と日常の維持管理の実務的
な水準を評価するプログラム。他の認
証制度とは違って、省エネ等のハード
面だけでなく、日常の維持管理といっ
たソフト面のパフォーマンスを評価対
象に加えた“360度全方位”の認証制
度。

　必須基本4項目（運営管理マニュアル
の配備、エネルギー評価など）のほか、
①建物の運営管理（5項目）、②ライフ
セーフティ・セキュリティ・リスクマネ
ジメント（10項目）、③実務訓練と教育
（6項目）、④省エネルギー（8項目）、
⑤環境とサスティナビリティ（7項目）、
⑥テナントリレーションとコミュニティ
貢献（3項目）－で、それぞれの分野で
必要ポイントを取得しなければならな
い。
　米国を中心に約2,400棟、日本では6
棟、㈱昌平不動産総合研究所、NTT都
市開発㈱、㈱懇和会館、日鉄興和不動
産㈱が認証を取得している。
　近三ビルヂングが認証取得に動き出
したのは、2018年に米国・ワシントン
D.C.のBOMAインターナショナルの
本部を訪問したのがキッカケ。BOMA 
360パフォーマンスプログラムの説明
を受け、「LEED Gold認証の次は
BOMA360パフォーマンスプログラム
の取得という気持ちになった」（森正隆
専務）というように、米国ではLEEDと
並びBOMA360パフォーマンスプログ
ラムの認証は進んでいる。

　日本ビルヂング協
会連合会でも2015年
に日本国内のビルの
申請を後押しするた
め、「BOMA360パ
フォーマンスプログラ
ム申請ガイドライン」
を独自に作成してい
る。申請を担当した森
正隆専務は、連合会
のこのガイドラインと
BOMA本部から取り
寄せた資料をもとに、
昨年7月と8月の2か
月間かけて手続きに
あたった。
　日本の商習慣にな
いマニュアルの提出
（標準業務手順マニュ

アル）など一部苦労した点があったも
のの、すでにLEED認証を取得していた
ことからデータの流用が可能であった
り、コロナ禍で申請に必要な項目が緩
和されていたり、コンサルタントを介し
たLEEDに比べて比較的スムーズに申請
手続きが進み、昨年9月上旬に申請を
行った結果、同10月中旬には認証を取
得することができた。

築年数の古いビルの差別化、
競争力アップに効果

　Arcを活用したパフォーマンス方式の
LEED認証も、BOMA360パフォーマン
スプログラムの認証も、取得したらおし
まいという類いの認証ではない。Arcへ
の継続的な実績データの入力が必要で、
毎年認証を受けることになる。また、
BOMA360も同様で3年ごとの更新が
必要である。
　ビルオーナーとして常に環境性能の
向上等に取り組んでいかなければいけ
ない。たとえば、Arc のスコアは世界各
国でLEED認証されたビルのデータとの
比較で算出されるので、世界各国の
LEED認証ビルの性能が向上すると、そ
れ以上の努力をしないとスコアが伸び
ないことになってしまう。
　森隆社長は「こうしたビルオーナー
の姿勢がビルの魅力を高めていくこと
になる」と強調する。実際、近三ビルヂ
ングに入居する外資系テナントが、海
外の本社から入居しているビルの新型
コロナウイルス対策に関する様々な資
料の提出を求められたが、日本法人が
「LEEDのGold認証のビルである」と回
答したところ、本社からの要求はなく
なったという。
　築年数の古いビルの差別化戦略の一
環として、近三ビルヂングではビルの
価値向上に向けた取組みにチャレンジ
していく。

BOMA360 認証のパネル

築90年「近三ビルヂング」のあくなき挑戦
―LEED v4 Goldに続き、BOMA360認証を取得―
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東京ビルヂング協会の令和3年度事業計画の骨子を紹介します。

令和3年度 事業計画

政策活動

（1）税制・予算要望活動
　令和4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別措置の
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。
（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
　国土交通省、経済産業省、東京都など国や
都の審議会等に委員を派遣し、ビル事業の実
態と当協会の知見が審議に反映されるよう努
める。
　また、都市再生や地域活性化に資する施策
の充実、まちづくり分野における規制改革の
推進など、ビルに関連する諸課題について所
管の委員会を中心に検討を進め、解決に向け
て国や都などに働きかける。
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
　1）法改正等への対応
　2） オフィスビルに関する定期建物賃貸借

制度の普及
　3） 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
　1）ビルの耐震性能向上
　 　首都直下地震等に対応して会員ビルの
耐震性能を向上させるため、国や都の耐震
化推進施策を普及啓発するとともに、東京
都の耐震化推進都民会議の活動に参画し
て「耐震化推進キャンペーン」を実施する。
　 　また、連合会と連携して、国や都にビル
の耐震化促進に資する税制・補助制度の創
設・拡充を要望する。
　2） 「ビル事業における新型コロナウイルス

感染症感染拡大予防ガイドライン」の
普及

　 　「感染症に対応したオフィスビルの事業
継続計画作成ガイドライン」を踏まえて策
定された「ビル事業における新型コロナウ
イルス感染症感染拡大予防ガイドライン」
の周知を図る。令和3年度も新型コロナウ
イルス感染症に係る必要な情報提供を行う。
　3）オフィスビルの総合的な安全確保
　　（略）
⑤地球環境対策等に関する活動　　　
　1）国の地球環境施策への対応
　 　省エネベンチマーク制度（省エネ法に基
づくベンチマーク指標の報告制度）に対し、
連合会と連携して資源エネルギー庁、関係

会員の意見を踏まえつつ、改善に向けた取
組みを進めるとともに、環境ラベリング制
度等について会員等への普及・啓発を図る。
　2） 「オフィスビル分野における低炭素社

会実行計画」の推進
　 　経団連及び連合会と連携して進めている
「オフィスビル分野における低炭素社会実
行計画」について、会員ビルの「エネル
ギー使用量調査」を令和3年度も行い、経
団連に報告する。
　　 　また、「不動産業における脱炭素社会
実現に向けた長期ビジョン」（（一社）
不動産協会と共同で策定）等の周知、最
先端の省エネビル見学・紹介などを通じ、
会員への地球環境課題に対する啓発活
動を引き続き実施する。

　3） 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　
　1）中小ビルの経営戦略に関する検討
　 　令和3年度は、令和2年度に実施した「中
小ビルの新型コロナ感染症対策に関する緊
急アンケート調査」の結果を踏まえ、アン
ケートの調査を分析した上で、アンケート
結果をフィードバックする。
　2）「未来研究会」活動
　 　次世代のビル経営者をメンバーとして、
オフィスビルの将来ビジョンや経営課題を
検討する「未来研究会」の活動を進める。

調査・研究活動

（1）調査事業
　「ビル実態調査」について、令和3年度も連
合会と連携して実施する。
（2）研究活動（略）

国際交流活動

　ビル事業の国際化に対応して海外の友好団
体との交流を図り、海外の主要都市における
ビル事業や都市計画の動向に関する最新情報
を収集する。
　BOMA総会については令和3年度も、新型
コロナウイルス感染症の状況や影響を踏まえ、
第114回BOMA総会（米国ボストン）の参加
を見送る。
　また、中小ビル事業委員会を中心に行って
いるアジア等の都市を対象とした海外研修視
察は、新型コロナウイルス感染症の感染状況
を見極めつつ可否を判断する。
　さらに、新型コロナウイルス感染症感染の
先行きを注視しつつ、韓国ビル協会など海外
ビル協会との交流活動を行う。

組織活動　
　　　　　　

（1）協会活動の強化等
　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）理事会
　（略）
（4）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。

（5）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、協
会活動の詳細やビルに関する政策動向などの
情報を迅速に会員に提供する。また、新型コ
ロナウイルス感染症に係る国や東京都からの
通達や要請等について、ホームページを通じ、
迅速かつ的確に会員へ情報提供する。　
③動画配信
　令和2年度から開始した講演会、見学会、
ビルキョウサロン等の動画配信について、コ
ンテンツの多様化を含めた拡充を引き続き行
い、会員に対する情報提供を一層強化する。
④メールニュース
　メールニュースを配信し、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。
⑤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
どについて講演会の開催、あるいはWebによ
るオンライン講演会の開催を実施する。
　また、防災性能や環境性能などが優れた最
新ビルの見学会の開催、あるいはWebを通
じたバーチャル見学会を行う。
⑥ビルキョウサロンなど
⑦その他会員サービス
　ビルの経営管理に係る情報提供等を行う相
談事業を引き続き実施する。

　東京協会の令和3年度事業計画は、協会ホーム
ページの「協会概要」にある「情報開示」のコー
ナーで詳細をみることができます。ここでは、令
和3年度事業計画の骨子を抜粋して紹介します。



リーマンショック時に比べ
景気や雇用の情勢は悪くない
　本日は、東京のオフィスマーケットの現状と今後3年にわたる市
況予測を紹介したのち、withコロナからafterコロナへと移行する中
でのオフィス需要について考えていきます。
　ここでは、東京都心5区における1フロア面積50坪以上の賃貸オ
フィスビルの動向を取り上げます。
　まず、需要面からですが、オフィス需要をみる上ではGDPや全国
就業者数、失業率といった指標を参考にしています。内閣府のデー
タとニッセイ基礎研究所の予測から実質GDP成長率をみると、新
型コロナウイルス感染症の影響で2020年第2四半期は前期比マイ
ナス8.3%とマイナス成長に陥りました。2020年第3四半期にはそ
の反動からプラス5.3%へと持ち直しましたが、マイナス幅をカ
バーする水準には達していません。また、2021年早々に再び緊急
事態宣言が発出され、延長もされたことから、2021年第1四半期の
成長率は下振れが必至な状況です。
　次に、総務省の「労働力調査」による全国就業者数と失業率をみ
てみましょう。全国就業者数は2012年から緩やかに増加を続け、
2019年には6,765万人に達した後、
新型コロナウイルス感染症の影響で
約130万人減少し、6,637万人となっ
ています。一方、失業率は2019年に
2.2%でボトムに達したあと、2020年
末には3.0%に上昇しました。ニッセ
イ基礎研究所では2021年には3.5%
まで上昇すると予測しています。
　GDPや全国就業者数、失業率等の
指標は悪化していますが、2008年か
ら2009年にかけてのリーマンショッ
ク時と比べて、現状の水準は決して
悪くはありません。たとえば、全国就
業者数は、リーマンショック前のファ

ンドバブル時が6,450万人でしたから、今回就業者数は減少したも
のの、その水準はファンドバブル時に比べても高く、雇用はそれほ
ど落ち込んでいません。リーマンショック時には失業率が3.7%から
5.4%へと悪化しました。今後失業率が3.5%へ上昇しても、リーマ
ンショック前よりも低い水準に止まります。

テレワーク浸透で空室率上昇、
募集賃料は緩やかに下落と予測

　こうした指標を踏まえ、東京都心5区の成約面積をみていくと、
2020年は前年の62.9万坪から42.3万坪へと2/3に減少しており、
オフィス需要が鈍っていたことが分かります。四半期ごとの成約面
積をみると、第2四半期、第3四半期の減少が大きく、在宅勤務やテ
レワークの浸透を背景に、オフィス需要が減少したことが伺えます。
　次に、都心5区の空室率と潜在空室率をみておきます。この潜在
空室率は昨年6月から発表している指標です。空室率は貸付総面積
に対する「現空面積」の割合です。それに対し、潜在空室率は貸付
総面積に対する「募集面積」の割合を表しており、「募集面積」に

2021 春 エグゼクティブサロン2021 春 エグゼクティブサロン

※2月8日に開催されたオンライン講演の骨子を掲載しています。
※東京協会会員向け動画配信サービスにて全講演内容が視聴できます。

㈱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

表　オフィスマーケット予測
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は解約予告が出ている場合や定期借家契約等で予め退去すること
が分かっている場合で、テナント退去前に募集を行っている面積が
含まれます。
　潜在空室率は昨年4月頃から上昇が顕著になっていて、昨年4月
の2.48%から今年1月には5.92%となりました。空室率はこの動き
に遅行しながら連動しており、昨年5月の0.74%から今年1月には
2.21%に上昇しています。
　現状では、一部解約や縮小移転等の動きがピークを越え、潜在空
室率の上昇はペースダウンしていると感じています。こうした動き
のデータは、オフィスビル総合研究所のホームページに区別でも掲
載されており、渋谷区では潜在空室率が横ばい傾向に向かっていま
す。
　今後のオフィスマーケットについては、三幸エステートが毎年1
月に発表している最新の『OFFICE RENTDATA2021』にある「オ
フィスマーケット予測」（表参照）でみてみましょう。
　今後3年間を予測しているのですが、空室率は2020年末に1.8%
であったものが、21年に3.6%、22年には4.3%へ上昇すると予測し
ています。足元では解約予告の段階にある潜在的な空室床が、今後
徐々に現空へと移行することが背景ですが、23年には景気の回復
が見込まれるため、空室率も年末時点では4.0%に低下するとみて
います。
　また、募集賃料は2020年の2万2,926円から21年に2万3,390円、
22年に2万2,698円、23年には2万1,924円と緩やかに下落してい
くと予測しています。大幅な下落に至らない理由は、空室率は上昇
するもののリーマンショック後（7.6%）よりはかなり低い水準に止
まる見込みだからです。

Aクラスビルにも市況の変化が現れてくる

　続いて、東京都心部のAクラスビル（都心5区、1フロア面積300
坪以上、築年数15年以内）、Bクラスビル（同、200坪以上）、Cク
ラスビル（同、100坪以上200坪未満）について、ニッセイ基礎研
究所と共同開発した成約賃料に基づく「オフィスレント・インデッ
クス（共益費を除く）」をみておきます。
　2020年第3四半期におけるAクラスビルのオフィスレント・イン
デックスは3万8,048円と4万円の大台を下回っています。また、B
クラスビルは2万1,393円と4期連続の下落、Cクラスビルは1万
8,173円と2期連続の下落という状況で、下落傾向が鮮明になりつ
つあります。
　同時期のクラス別空室率は、Aクラスビルが0.6%と5期連続の横
ばいで、統計開始以来の最低値を続けています。Bクラスビルは
2020年第1四半期に底を打ち、0.8%と上昇に転じました。Cクラス
ビルは1.9%と景気の先行き不透明感から上昇傾向を強めています。
　Aクラスビルの空室率がBクラスビル、Cクラスビルに比べて低い
水準なのは、Aクラスビルでは多くのテナントが定期借家契約を結
んでいるため、容易に途中解約できないことが背景にあります。今
後、定期借家契約の更新時期に合わせて解約が顕著になってくるこ

とは間違いなく、実際に直近で発表した2020年第4四半期のAクラ
スビル空室率は1.6%と、前述した第3四半期よりも1.0ポイントも
上昇しています。このように、Aクラスビルでも市況の変化が表れ
てくると考えておいてください。

“出社率”がオフィスマーケットのキーワードに

　今後のオフィスの在り方を考える上で、withコロナ（短期）と
afterコロナ（中長期）という切り口でオフィス需要の動向をみてい
きます。
　withコロナとは、新型コロナウイルス感染症がまだ収束しない状
況のことですが、withコロナのオフィス需要をみると、テレワーク
や在宅勤務が広がって“出社率”が大幅に低下し、それに伴ってオ
フィス需要も低下していきました。この“出社率”こそ、これからの
オフィスマーケットを分析する上での新たな指標となり、重要な
キーワードになってきます。
　“出社率”が大幅に低下したIT系やベンチャー企業で部分解約や
縮小移転が急増したほか、コロナで業績が悪化した企業でもコスト
削減を目的とする解約や移転が増えました。こうした動きは普通借
家契約のテナントが多いBクラスビルやCクラスビルで顕著に見受
けられます。
　一方、多くのテナントが定期借家契約を結んでいるAクラスビル
では解約は限定的な動きに止まっています。
　ただ、Aクラスビルに入居している企業でもafterコロナを見据え、
オフィス戦略の再考をしています。今後は、定期借家契約の更新に
合わせ、大企業を中心にオフィス戦略を見直す動きが具体化してく
るはずです。
　afterコロナのオフィス需要を考えるとき、企業がコロナ後を見据
えて設定する“出社率”が重要な指標となるはずです。今後、多く
の企業が出社とテレワーク、在宅勤務を組み合わせたハイブリッド
な働き方へ移行してくることは間違いありません。
　そうした流れの中で、本社やオフィスの役割、オフィスに求めら
れる機能も変化していきます。ただし、対面によるコミュニケー
ションの重要性が変わることはありません。一時期「オフィス不要
論」という言葉も聞かれましたが、今ではほとんど耳にしなくなり
ました。今後、出社が勤務の前提でなくなれば、対面でのコミュニ
ケーションを増やすには“出社したくなるオフィス”を意識する必
要があるでしょう。たとえば、健康、安全安心、快適性といった
ウェルネス対応を充実させたり、様々なテナントサービスを強化す
ることなどが考えられます。また、オフィスの中だけでなく、周辺
施設なども今後は重要な要素になってくると思われます。
　ビルオーナーとしても、企業のオフィス戦略に対応した戦略を立
てなければなりません。afterコロナのハイブリッドな働き方を前提
とするニーズを狙うのか、あるいは従来までのニーズに対応し、割
安感をアピールした戦略をとっていくのか。ビルオーナーとしての
対応を考えていく必要があると思います。
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日時： 令和3年2月24日（火）  
15時00分～15時50分

場所：経団連会館4階ダイアモンドルーム
議題：以下のとおり
1.決議事項 
（1）新規会員入会の件
　賛助会員として申し込みのあったアイ
テック阪急阪神株式会社について、説明
の後諮ったところ、異議なく承認された。
（2） 令和3年度事業計画並びに予算の件
　令和3年度事業計画、令和3年度予算
を説明の後諮ったところ、異議なく承認
された。
（3） （一社）日本ビルヂング協会連合会

に係る代議員選挙管理委員選任の
件

　令和3年4月に改選する（一社）日本ビ
ルヂング協会連合会に係る代議員に関し、
東京協会代議員選挙管理規定に基づき、
大内正明事務局長と湯浅慎一事務局次長
を選挙管理委員として選任することを
諮ったところ、異議なく承認された。
2.職務執行報告
代表理事及び業務執行理事に係る職務執
行報告
　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専務理事を兼務する
竹歳副会長、北川常務理事、坂本常務理
事について、業務執行状況を報告した。
3.報告事項
　（略）

日時： 令和3年3月22日（月）  
16時00分～16時50分

場所：日本工業倶楽部会館3階大ホール
議題：以下のとおり
1.決議事項
（1）令和2年度事業報告承認の件
　令和2年度事業報告を説明の後諮った
ところ、異議なく承認された。
（2）令和2年度決算承認の件

　令和2年度決算を説明の後諮ったとこ
ろ、異議なく承認された。
（3）役員選任（案）承認の件
　改選期である理事及び監事全員の選任
（案）（この内、新任理事は6名、新任監
事は1名）について説明の後諮ったところ、
異議なく承認され、定時総会に上程する
こととなった。
（4）第52回定時総会招集の件
　4月22日（水）16時30分より、日本工
業倶楽部会館において第52回定時総会
を開催する旨説明の後諮ったところ、異
議なく承認された。
（5） （一社）日本ビルヂング協会連合会

に係る代議員選挙管理委員補充選
任の件

　4月に実施する連合会の代議員選挙に
関し、川口英彦事務局長を管理委員とし
て補充選任することについて説明の後
諮ったところ、異議なく承認された。
2.報告事項
　（略）

中小ビル事業委員会
日時：令和2年11月17日（火）
場所：メールによる意見交換
議題：以下のとおり
1.  「中小ビルの新型コロナ感染症対策に
関する緊急アンケート調査」の内容及
び実施形式

2.  今後のスケジュール
地球環境委員会
日時： 令和2年12月10日（木）  

11時00分～12時00分
場所：WEB会議
議題：以下のとおり
1.  温暖化対策長期ビジョンを事務局より
説明、不動産協会と連名で本年度中の
公表を目指すことの可否を諮り、承認
可決された。

都市政策委員会
日時：令和3年1月21日（木）
場所：書面開催

議題：以下のとおり
決議事項
1.  令和2年度都市整備局との意見交換会
の議題について

2.  令和2年度都市整備局との意見交換会
の開催時期・形式について

地球環境委員会
日時： 令和3年2月16日（火）  

16時00分～17時30分
場所：オンライン説明会
議題：「貸事務所業ベンチマーク制度の
改善に向けた新指標案と今後の進め方」
1.  資源エネルギー庁を講師に招き、貸事
務所業ベンチマーク制度の見直しに係
る説明会を開催した。

国際委員会　
日時： 令和3年2月17日（水）  

14時00分～15時00分
場所：WEB会議
議題：以下のとおり
1. 2020年度の活動について
2. 当面の活動方針
3. 海外からのレポート
　・森ビル株式会社様より上海の状況
　・ 三菱地所株式会社様よりシンガポー
ルの状況

4.  BOMA International Conference参
加見送りについて

5.  報告（IPMSの動き）
財務委員会
日時： 平成3年2月18日（木）  

12時00分～13時00分
場所：東京ビルヂング協会内会議室
議題：以下のとおり
1.  令和3年度事業計画（案）並びに予算
（案）について
　事務局案の説明を受けて内容を審議し
た結果、事務局案を原案通り了承、2月
24日（水）開催の理事会に上程すること
となった。　
税制・企業経営委員会
日時：令和3年2月19日（金）
場所：書面開催
議題：以下のとおり

理事会・委員会報告理事会・委員会報告

3月理事会

2月理事会

委員会報告
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新会員紹介

（会社名）　アイテック阪急阪神 株式会社
（住　所）　大阪市福島区海老江1－1－ 31
（申込者）　取締役社長　清水 正明
（事業の内容） ビル関連システム業務（中央監視システム、群管理システム、自動集中検診システム、  

設備管理システム、セキュリティシステムほか）
（担当者）　植松 靖夫
（紹介者）　阪急阪神ビルマネジメント㈱

アイテック阪急阪神　賛助会員

1.  令和4年度「税制改正要望」の取り進
めについて（報告事項：令和3年度税
制改正大綱／当協会要望項目）

2.  令和3年度「ビル実態調査」の取り進
めについて（報告事項：令和2年度ビ
ル実態調査の結果概要）

管理委員会
日時：令和3年2月19日（金）
場所：書面開催
議題：以下のとおり
1.  活動報告
① ビル事業における新型コロナウィルス
感染症感染拡大予防ガイドライン
② ビル用マルチエアコンのステークホル
ダー会議
③ 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配
慮した建築設計標準（令和2年度）の
改正

④ 建築物の感染予防チェックリストの開
発
2.  活動予定
① 第89回東西合同委員会の議題につい
て
② 第89回東西合同委員会（6月3日・4
日）大阪で開催
総務委員会
日時：令和3年2月19日（金）
場所：書面開催
議題：以下のとおり
1.  次の会社の新規入会について審議した
結果、2月24日（水）の理事会に上程
することが承認された。

　賛助会員：アイテック阪急阪神㈱
組織・広報活動委員会
日時：令和3年2月22日（月）
場所：書面開催

議題：以下のとおり
1.  来年度（令和3年度）の委員会活動方
針について

2.  その他（今年度の活動報告など）
財務委員会
日時： 令和3年3月19日（金）  

12時00分～12時40分
場所：東京ビルヂング協会内会議室
議題：以下のとおり
1.  令和2年度事業報告（案）並びに決算
（案）について
　事務局より事務局案を一括して説明の
後、審議の結果、3月22日（月）の理事会
に上程することが承認された。
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