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「環境性能・省エネ性能」と「資産価値」

株式会社ザイマックスビルディングサイエンス  取締役　主幹研究員　吉田　 淳

「環境性能・省エネ性能」と「資産価値」
省エネ性能情報のオープン化が急速に進み、

著しく劣る物件は非適格として市場から排除されていく恐れも
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５．終わりに

１．はじめに

　省エネ法が事業所（建物）単位から事業者（会社）

単位へと改正され、東京都や埼玉県では、地球温

暖化ガス排出の総量削減義務と排出量取引制度も

スタートするなど、省エネ・省 CO2 という大きな

流れが加速している。それに伴い、不動産分野の

実務家や専門家の中でも「今後の環境規制の強化

を将来の投資リスクとして織り込むべきだ」（ニッ

セイ基礎研究所第 6回不動産市況アンケート）と

の見方が広がりつつある。

　しかしながら、日本の不動産マーケットにおけ

る環境性能情報や、その一部を構成する省エネ性

能情報は未整備状態で、入手できる公開情報はま

だまだ少なく、比較の為に収集するのは容易では

ない。

　環境性能のレベルが資産価値にどのように影響

するかが明らかにならないと、ビルオーナーは省

エネ改修工事への投資判断に躊躇するだろう。説

明責任のある投資家も環境配慮型ビルに対する投

資に、積極的な姿勢を示せないだろう。

　そもそも、環境性能とは何か・評価方法や基準

をどうするのか・多くの物件を比較できるくらい

普及しているかなど、多くの課題が横たわる。日

本において環境が CSR の域を出ないのはそういっ

た為であろうが、欧米においては一歩先の段階へ

と進んでいるように見受けられる。

　環境性能を評価するLEEDやEnergy Starなど（詳

しくは後述する）が普及し、環境認証を受けたビ

ルのグループが特に配慮していない一般的なビル

のグループに比べて優位性を持っているとの調査

結果が、【図表１】に示した CoStar 社の調査レポー

トのようにいくつか公表され、デベロッパーや金

融機関が認証を受けた環境配慮型ビルの価値を認
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め、差別化に活用するといった動きが始まってい

るようだ。この動きに呼応して、LEED や Energy 

Star などの普及が促進されるといった循環が生じ

ている。

　以下、欧米における環境性能（省エネ性能）評

価の基準や認証制度について見ていこう。

2．海外における環境及びエネルギー性能情報

（１）BREEAM

　不動産の環境についての各種要素を、第三者

が客観的に評価し格付けする仕組みの第一号と

して 1990 年に誕生したのが、英国の BREEAM

（ブリーム：Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method）だ。

　BREEAMは建物を①管理（性能検証）②健康と

快適性③エネルギー（CO2 排出量・エネルギー消

費量）④交通⑤水資源⑥材料⑦廃棄物⑧敷地利用

と地域生態系⑨汚染の⑩先進的技術の導入の10分

野で評価し、「法律より厳しい基準を掲げることに

より所有者・居住者・設計者・運営者の環境配慮

の自覚を高め、最良の設計・運営・維持・管理を

奨励するとともにそれらの建物を区別し認識させ

ること」を目的としている。

　現在英国内外で 20万件以上の認証をしており、
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フランスのHQE と統合して欧州連合の統一の基準

を作ろうとの検討が進んでいるともいわれている。

（２）EPC

　英国の住宅・建築物の省エネ性能評価制度（EPC：

Energy Performance Certifi cate）で、2006 年から

施行され、新築・売買・賃貸借時に省エネ性能評

価書の取得と取引相手への提示を義務づけている。

当該建築物のエネルギー性能を設計段階による予

測値に基づき評価し、【図表２】のように A～ G

の７段階で格付けする。Dランク（100 点）は既

存建築物の平均、Aランク（０点）はネット・ゼ

ロエミッション、A＋ランクはゼロ・エミッショ

ンをさらに上回るレベルを意味する。なお、基準

となる平均値は 1995 年までの 30 年間のエネル

ギー消費データに基づいて設定されている。

（３）DPE

　英国の省エネ性能表示制度（DEP：Display 

Energy Performance）で、運用時のエネルギー消

費について省エネの度合いを格付けする制度。公

共施設については、施設入り口などへの掲示が義

務づけられている。

　建築物の運用管理の指標となり、【図表３】がそ

のサンプルであるが、EPC と同様に A～ Gの７段

階で評価される。Dランク（100 点）が既存建築

物の平均に相当する。

　EPC が、省エネ基準で規定している暖冷房・換

気・給湯・照明からのCO2排出で評価するのに対し、

省エネ基準で規定していない OA機器や厨房など

の排出量も含めて評価している。
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（４）LEED

　米国の LEED( リード：Leadership in Energy and 

Environmental Design) は、 1996 年に建築の各分

野の代表で構成されるU.S. Green Building Council

によって開発され、環境配慮型ビルの設計・構造・

運用に関する評価基準の提供を目的としている。 

　評価項目は BREEAMと似通っており、①サステ

ナブルな敷地利用②水の効率性③エネルギーと環

境④材料と資源⑤室内環境などに分類される。

　認証件数は 2009 年 4 月末で約 2,500 件、登録

件数が約 2万件で、うち海外が 3割を占めるとい

われ、日本でも新築部門で初の認証が報道されて、

外資系企業を中心に広がりを見せている。

（５）Energy Star

　1992 年に米国の環境保護庁（EPA）が始めた省

エネ性能ラベリング制度で、家電製品・オフィス

機器・照明などに加え、後に住宅や業務用ビルに

も導入された。

　Energy Star が提供する ESPM：Energy Star 

Portfolio Manager はエネルギー使用量の管理

ツールで、建物用途・運用特性・エネルギーデー

タをもとに評価し（評価結果は 1～ 100 で表され

る）、米国全体の上位 25％（EnergyStar75 以上）

に入るとラベルが与えられる。【図表４】は、ホー

ムページで検索抽出したラベルを獲得したオフィ

スビルのリストの一部だが、地図や建物プロフィー
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ル、ラベルイヤーやレーティングが表示される。

　この Energy Star のベンチマークに用いられて

いるのが、米国エネルギー省 (DOE) が 1979 年

から定期的（4 年程度毎）に収集している非住

宅建築物のエネルギー消費関連データ（CBECS：

Commercial Buildings Energy Consumption 

Survey）だ。14種類の建物用途について、床面積・

建築年・階数・営業時間・従業員数・建築用途（主

用途）・気候区分・空調機の種類・省エネ機器の保

有状況（断熱、高効率照明他）・コンピュータの保

有台数・エネルギー消費機器の燃料種別・屋上と

外壁構造の詳細・エネルギー使用量（電気、都市

ガス、燃料、地域冷暖房）などが蓄積され、Web

上で一般に公開されている。

　カリフォルニア州では、2010 年から建築物の売

買・賃貸借に際して、ビルオーナーが買主・借主・

金融機関に対し、Energy Star の評価結果を提示す

ることを義務化したこともあり、急速な普及を見

せている。

３．日本でも省エネ情報のオープン化進む
　

（１）CASBEE

　CASBEE  ( キャスビー：Comp r e h e n s i v e  

Assessment System for Bui l t  Environment 

Effi  ciency）【図表５】は、国交省の主導のもと、（財）

建築環境・省エネルギー機構内に設置した委員会

において、環境に配慮した建築物の普及を目的と

して 2001 年から開発が行われている。

　事業段階に応じた企画・新築・既存・改修の 4

つのツールからなり、①建築物のライフサイクル

を通じた評価ができること②「建築物の環境品質

（Q）」と「建築物の環境負荷（L）」の両側面から

評価すること③評価指標「建築物の環境効率（BEE：

Building Environmental Effi  ciency）」で評価するこ

とを理念としている。

　CASBEE は、2002 年から運用が始まったもの

の、評価を得るための資料を揃えるのに多くの労

力を要し、一方で認証取得のメリットが今のとこ

ろ弱いためか、2010年9月末時点での認証件数は、

100 件未満にとどまっている。

　なお、名古屋市・大阪市・横浜市などの環境制

度の一環として、建築主の自己評価に基づく「自

治体 CASBEE」が、自治体ごとに評価の重み係数を

調整するなど修正が施されながら活用され、2009

年度末の各自治体への届出は延ベ 3,859 件に及ん

でいる。

（２）東京都省エネルギー性能評価書

　東京都は「自治体 CASBEE」を用いず、2002 年

から独自の基準を設け「建築物環境計画書制度」

をスタートさせている。2010 年からは延床面積

5,000㎡超が対象となり、新築・増築時に環境配慮

の取り組みを示した届出を提出することを義務づ

けた。
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【図表６】のように、届出内容はWeb 上で一般に

公開され、各建物の詳細情報に加え太陽光発電な

ど再生可能エネルギーの導入検討状況の公表義務

も盛り込まれている。これにより、今後東京都で

建設される 5,000㎡以上の建築物の省エネ性能情

報が、全てオープンになる。

　また、PAL・ERR 値をもとにした AAA ～ Cの五

段階の格付けがなされ公表されている。評価のレ

ベルはかなり高く、B・Cも省エネ法等の法令が求

める水準を上回る取組であること、A・AA はそれ

より一段高い水準、AAA は最も優れた取組である

ことを求めている。

　また、2010 年 1 月以降に建築物環境計画書を

提出した延床面積 10,000㎡超の大規模特定建築物

で、2,000㎡以上の面積の売却・賃貸・信託受益

権譲渡の取引をする場合は、取引の相手方に対し、

一定期間「省エネルギー性能評価書」の交付が義

務付けられることになった。この書面には①断熱

性の評価②設備システムの省エネルギー性評価③

省エネルギー設備等の採用状況が記載される。

（３）東京都地球温暖化対策報告書制度

　東京都は 2008 年に環境条例を改正し、原油換
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算で年 1,500kℓ以上の大規模ビルを対象に「総量

削減義務と排出量取引制度」を導入し、オフィス

ビルをも対象とする世界初の都市型のキャップ・

アンド・トレード制度を 2010 年にスタートさせ

た。都内の約 1,300 の事業所が対象で、毎年の排

出量や省エネの取組状況が公表され、総量削減義

務の達成状況もオープンとなる。

　また、総量削減義務の対象外である中小規模事

業所を設置する全ての事業者を対象に、新たに「地

球温暖化対策報告書制度」を創設し、事業所ごと

のエネルギー使用量や省エネ対策等の実施状況を

東京都へ報告する。

　報告は任意だが、都内に設置する複数の事業所

で使用するエネルギーの量を合算して、原油換算

で年 3,000kℓ以上になった場合は、提出が義務と

なる。

　情報は【図表７】のようにWeb 上で一般に情報

公開される。今年は初年度で、提出の締め切りの
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12 月 15 日を迎えないと分からないが、所有では

なく設置が条件なので、信託物件・大手不動産会

社の物件・チェーンストアの物件など不動産マー

ケットに登場する主要な物件の省エネ情報は、ほ

とんどがオープンになってしまうのではないだろ

うか。

４．起こりつつある変化の兆し

（１）情報をもとにランク付けが始まる

　今まで、日本の不動産マーケットにおいて環境

性能情報は未整備状態で、入手できる公開情報が

まだまだ少なく、比較の為に収集するのは容易で

はないことが、環境性能が資産価値に直接結びつ

かない大きな理由のひとつだったと思われるが、

前述のように情報がオープンになり始め、しかも

東京都のように、その網羅性が高まってくると変

化が起こる。

　日経 BP「ケンプラッツ」は 2010 年 7月に、東

京都区部の延床面積 10,000㎡以上の主要オフィス

ビル約 490 棟を対象に、東京都の環境条例で報告

公表されている 2008年度の CO2 排出量を比較し、

「年間温室効果ガス排出量が少ないビルランキン

グ」を発表した。

　また、8月には「不動産会社でこんなに違う、

オフィスビルの環境性能」と題して、東京都の建

築物環境計画書制度の公表データから、大規模な

オフィスビルを複数手がける建築主ごとに PAL 低

減率と ERR 値の比較分析の結果を発表している。

今までなかった、このようなランク付け・比較の

動きは、不動産のマーケティングや運用の差別化、

環境のブランド化などを通じて、環境性能と資産

価値が結びついていくことを予感させる。

（２）日本版 Energy Star

　報道によると、経産省は省エネルギー性能を評

価するラベリング制度の検討を開始した。建物運

用段階の性能評価に重点を置いた「日本版 Energy 

Star」制度といえる。2010 年度内に評価方法を決

め、2011 年度から認証を開始するというスピード

感だ。

　米国 Energy Star をモデルとしたシステムとし

て（社）日本ビルエネルギー総合管理技術協会が

開発した BAMS（Building-energy Appraisement ＆ 

Management System）がある。このシステムは延床

面積あたりのエネルギー消費原単位を評価の基本に

おいて規模の要因を除き、地域性・建物使用状況（在

館人員数、ビル稼働時間）・OA化レベル（パソコン

台数）の影響を極力取り除いた上で、「ビル側起因

による要因」（建物の構造・仕様、建物設備、エネ

ルギー源の選択、建物設備の運用管理）によって優

劣を判定する仕組みだ。今のところ、事務所ビル用

途のみのようだが、対象となる用途が増えれば米国

Energy Star のように広く活用できる。

　「日本版 Energy Star」の概要は未だ不明だが、

この BAMS はダウンロードしてすぐに使うことが

可能だ。関心のある方は、システムに入っている

平均的な値と、管理している建物の値を比較して

みるといったトライはいかがだろうか。

　

（３）テナント側の意識変化

　【図表８】は、住信基礎研究所が上場企業及び非

上場で資本金 500 億円以上の企業を対象として実

施した「環境配慮型ビルに関する企業の意識調査」

の結果だ。具体項目は、CASBEE の中からテナン

ト企業と関連が深い項目が選ばれている。このう

ち「室内環境の快適性」「サービス性能」の項目は、

本稿でいう環境性能というよりも、建物の基本品

質として評価すべきもので、従来からビルオーナー
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側もテナント側も重視していた項目だ。

　一方、「エネルギー削減効果」や「敷地外環境（ゴ

ミの減量対策）」などは、オーナー側の感覚では重

要度が低い項目だったが、テナント側の意識は今回

の調査で、これらの項目も高い重要度を示している

点が目新しい。事業者単位への省エネ法の改正や更

なる法制度の厳格化を予感し、テナント側も一定の

責任を負っていく意識が芽生え始めている。

　更には、環境配慮型ビルに入居する場合の賃料

上乗せ意思も問うているが、半数が 5%程度なら支

払うと回答している点も興味深い。

５．終わりに

　不動産マーケットにおける環境性能（省エネ性

能）情報について、欧米の現状と日本における現状、

そして今起こりつつある変化の兆しについてみて

きた。

　欧米に比べ公開情報の量が圧倒的に少なかった

日本だったが、前述のように東京都ではまもなく、

主要ビルや有力な賃貸事業者が取り扱う物件のエ

ネルギー性能（CO2 排出量など）が、かなり高い

確率でオープンになる。

　また、2011 年度に「日本版 Energy Star」がスター

トすれば、このツールはおそらく CASBEE や LEED

などに比べ、簡易で評価を得るための手間がかか

らないと考えられるので、数多くのビルが参加し、
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「環境性能・省エネ性能」と「資産価値」

＊ゼロ・エミッション・ビルの実現と展開に関する研究会
　「欧米ミッション出張報告」2009年 10月 15日

＊ゼロ・エミッション・ビルの実現と展開に関する研究会
　「ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の実現と
　展開について」2009年 11月

＊国土交通省 環境不動産ポータルサイト ウエッブサイト
　http://tochi.mlit.go.jp/kankyo/

＊ BREEAM　ウエッブサイト
　http://www.breeam.org/

＊ LEED(U.S. Green Building Council) ウエッブサイト
　http://www.usgbc.org/

＊ ENERGY STAR　ウエッブサイト
　https://www.energystar.gov/

＊ CASBEEウエッブサイト
　http://www.ibec.or.jp/CASBEE/

＊東京都環境局　地球温暖化対策　ウエッブサイト
　http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sgw/index.htm

＊日経BP社「ケンプラッツ」　ウエッブサイト
　http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/

＊（社）日本ビルエネルギー総合管理技術協会
　ウエッブサイト
　http://www.bema.or.jp/

＊株式会社 住信基礎研究所　ウエッブサイト
　http://www.stbri.co.jp/index.html

また市場の要請により参加せざるを得ない状況と

なる可能性もある。

　今までは、容易に手に入り環境性能を比較でき

るような共通のものさしが無かったのだが、少な

くとも環境性能の一部を構成する省エネ性能情報

については、こういった形でオープン化が進み、

情報の網羅性が高まることで一挙に解消する。

　かつて、賃貸借にあたって「耐震性能」が重要

事項説明に必要となり、成約の必須用件になった

ように、省エネ性能が低ければ賃貸借の本部決裁

が下りないという状況は、容易に想像できる近未

来の姿だ。

　オフィスビルを賃借する際に、仲介の営業マン

が「○○駅・徒歩 5分以内・面積 200㎡程度・省

エネのレーティング 70以上の物件」などといった

抽出リストで候補物件を案内する時代が到来すれ

ば、リストに載らない物件は選択から外れてしま

う。

　法的な規制ではなく、市場が促すことで環境性

能は向上する。環境性能がどれだけ資産価値を押

し上げるかどうかはまだまだ未知数だが、環境負

荷が大きく省エネ性能が見劣りする物件は賃貸借

の対象からは除外され、不動産マーケットからも

非適格として排除されていく恐れがあることを、

ビルオーナーは重く認識する必要があるだろう。

（2010 Xymax Building Science Corporation）
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