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序文 

 

「私たちが知っているすべての進化は、あいまいさから明確さへと進んでいる。」 

チャールズ・サンダース・パース、哲学者（アメリカ） 

 

進化論のほとんどが「適者生存」 に関連付けられるのに対し、この原理はまさに、商

業用不動産の持続可能性と、責任不動産投資（RPI）の分野に適用することができる。 

不動産ワーキンググループ(PWG)が、この特定分野における最近のベスト・プラクティ

スに関する最新のレポートを発表したのは喜ばしいことである。このレポートは、PWG が

その活動初期（2008 年）に発行したレポートの一つ－世界の先進的な機関が投資意思決定

手法の一部として環境・社会、ガバナンス（ESG）事項を考慮することに関し、どのよう

な行動を起こしているかに関するもの－をもとにしている。 

世界中から広範囲なケーススタディを収集して第 2 弾の事例集を作成するにあたり、商

業用不動産投資分野での事例がどのように進化したか、その反応がどのように展開したか、

姿勢やアプローチがどのくらい成熟したか、そして全般的に、あいまいさから明確さへの

進展がどの程度なされたかについて、さらに例証したいと考えている。誇りに思うことが

多いと同時に、この急速に変化する状況の中で、やるべきことはもっとある。RPI 進化の

プロセスはが絶え間ないだけではなく、商業用不動産投資の規律を構成する要因の中でも

特異なものであると認められる。そのため、この最新レポートでは、ベスト・プラクティ

ス事例に着目することと合わせて、それらの事項を資産配分、銘柄選択、ポートフォリオ

管理、改修、および他者との情報共有に際してキーとなる戦略的かつ機能的な活動に結び

付けるよう心掛けている。 

このタイムリーなレポートの提供によって、RPI 行動の発展と受け入れが支持・促進さ

れることについて、私たちが貢献し続けられるよう願っている。 

 

Andrew Szyman    Laurie Weir 

サステナビリティ・ヘッド  シニア・ポートフォリオ・マネージャー 

F&C REIT Asset Management  CalPERS 

英国ロンドン    米国カリフォルニア州サクラメント 

UNEP FI PWG共同議長   UNEP FI PWG共同議長 
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エグゼクティブ・サマリー 

 

ここ数年、先進国・途上国を問わず、責任不動産投資 1（RPI）の存在感が高まり、不動

産投資家の間に受け入れられつつある。投資意思決定において RPI の原則がますます取り

入れられるようになったことには、いくつかの要因が挙げられる。本レポートで取組み事

例を紹介した投資家によれば、最も重要なドライバーは次のとおりである。 

 

 不動産のマクロ動向に対する環境・社会問題のインパクト―――気候変動、資源枯

渇、都市化の進行は、不動産の長期的な投資パフォーマンスや不動産ビジネスの成

否を左右しかねないことへの理解を深める必要がある。 

 競争優位性の獲得―――環境・社会に関わる厳しい規制上の要件を先取りすること

によって、競争上優位に立つ事象は複数の市場で確認されている。例えば、建物に

一定レベルの環境性能を備えるための改良や改修を求めることにより、リスク調整

後の投資リターンやコスト構造に影響を与える可能性がある。 

 テナント要望への対応―――環境効率の優れたビルはテナント募集費用の削減およ

び環境負荷の低減につながる。 

 さまざまな関係者との協調―――不動産の投資・利用に関わるさまざまな関係者と

の協調関係を築き、利害調整を進める。 

 不動産投資家としての信認義務―――投資パフォーマンスに与える環境・社会問題

の影響を理解し、取得・保有する資産の持続可能性を改善するための経済的手法を

追求するとともに、適正なリスク調整後リターンを追求する。 

 

 RPI の原則は不動産投資の各ステージに導入することが可能で、影響を及ぼすもので

ある。本レポートでは投資ステージごとに世界の先進事例を紹介している。世界中の先進

的な不動産投資機関が RPI に則った意思決定により、不動産ポートフォリオの環境・社会・

ガバナンスを改善するために何を行ってきたのか、事例研究では以下のような事項を考察

している。 

 

資産配分と銘柄選択における RPI の影響：  

 投資家は資産配分とポートフォリオリスク分析の一環として、金融リスクの伝統的な

手段と合わせて、環境・社会・ガバナンス要因を取り入れるようになってきている。通例、

投資意思決定の背景にある従来の分析を RPI によって強化できる。そのような分析から得

られる結果は、資産を取得すべきか処分すべきかといった決定に役立つほか、RPI を間に

入れることによって事業効率の改善につながる不動産の特定に役立つ。銘柄選択に関して

は、パフォーマンスの低い不動産を売却するのか、ESG の強化によって資産価値を向上さ

せるのかを検討するのに RPI を適用することが有効である。 
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ファンドや資産選択の最低基準設定に、RPI の基準を用いる：   

 投資家はファンドや個々の資産の取得・保有を検討するための最低基準を設定するの

に RPI を判断基準にし始めている。ファンド全体の基準、特定の資産タイプの基準、一定

価格以上の資産の基準、というように異なるレベルに適用することができる。この基準は、

業界ベンチマークや認証スキーム、あるいは他の認定評価スキームに基づいて設定するこ

ともできる。 

 

上場あるいは非上場の不動産ファンド投資に、最低限の RPI基準を設定する：   

 不動産への直接投資は行わないが RPI を実践したい投資家は、購入・投資に関する決

定を知らせる目的で、ファンドや不動産会社の RPI の実績を評価しようとしている。最近

までは、独立した総合評価システムがなかったため、ファンドや不動産会社の RPI 評価を

比較して「ベスト・イン・クラス」の実績を知るのは難しかった。最近では、GRESB*の

ような投資家が支援している組織が、このようなギャップを埋めるようになってきている。 

 * Global Real Estate Sustainability Benchmark 

 

個々の資産への投資に最低限の RPI基準を設定する：   

 多くの投資家の間で、ファンド内の個々の資産について RPI の最低基準を設定する動

きが始まっている。そのために、LEED*１や BREEAM*２などの第三者機関の評価システ

ムや、日本の CASBEE*３、オーストラリアの NABERS*４のような各国特有のシステム

が用いられている。現在のところ、世界で共通の評価システムは存在しないので、投資家

ごとにそれぞれの国のマーケットの基準やパフォーマンスを参考にした独自の「ベスト・

プラクティス」の基準を設定しなくてはならない。 

 *１ Leadership in Energy and Environmental Design 

 *２ Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

 *３ Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency 

 *４ National Australian Built Environment Rating System 

 

RPIをポートフォリオと資産の管理に取り入れる：   

 投資家は、ファンドやポートフォリオ全体について、いくつかの ESG 事項に起因する

リスクに着目して、これらのパフォーマンスへの影響を定量化する試みを始めている。投

資家はこのようにして確認された重大なリスクに対処するための戦略を立てることもでき

るし、あるいは今ある機会を活かして利益をあげるための戦略を立てることも可能になる。

また、RPI からみたリスクと機会を認識すれば、環境効率向上のための日常管理の変更、

あるいは、より高い水準を目指した大規模改修などによって資産管理の改善につなげるこ

ともできる。 
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テナント需要に対応する：   

 テナント要望に対応するために、投資家が資産管理の中に RPI の原則を組み込む動き

が盛んになっている。テナントは入居する不動産の環境性能や建物運用の効率性に関心を

向けるようになっているからである。水光熱費が上昇し、建物の環境効率の認証が増加す

ると、効率の低い不動産にはテナント需要が減退して、賃料の減額、空室機関の増加、ひ

いては陳腐化の加速につながりかねない。 

 

協力とノウハウ共有を通じて RPI のイノベーションを推進する：   

RPI はまだ歴史の浅いダイナミックな分野である。業界標準やベスト・プラクティスは

進化しつつあり、投資の戦略や実行に関する革新の多くは、有力投資家とステークホルダ

ーの公式・非公式な協調から生まれてきている。 

 



10 

 

イントロダクション 

  

責任不動産投資（RPI）の概念は、不動産投資業界の中でその卓越性を増しつつある。用

語の意味が広く、世界中の異なるマーケットで違う意味に使用されるかもしれないが、最

も単純な感覚で言えば、RPI は不動産に関する投資家の判断に環境・社会およびガバナン

（ESG）の項目を取り込むことである。 

不動産投資戦略の中で ESG 項目を考慮することは、複雑で難しいことにもなる。 考慮

される必要がある問題の範囲は広く、投資家の関心事は様々であるが、不動産のライフサ

イクルにおける様々なステージの中で、困難さとともに好機も生じるかもしれない。不動

産投資は、他のアセットクラスより長期にわたることもあるので、RPI 戦略もまた、規制

や消費者の期待事項や自然災害リスク（洪水、干ばつ等）の変化や、これらがファンドや

資産のパフォーマンスに与える影響といった長期的な問題を考慮する必要がある。 

投資家が投資アプローチの中で RPI 原則を採用し、また採用していなければならない多

くの理由がある。このレポートの中で事例が紹介された企業によって列挙された重要なド

ライバーをいくつかあげると、以下の通りである： 

• 気候変動、資源不足、大規模な都市化、変化する社会ニーズといった問題は、マクロ的

な不動産投資動向に影響を与える。これらの問題は全て、不動産資産とビジネスのパフ

ォーマンスに対し、長期的なリスクを生じさせる。これらの問題を理解して、購入、保

有や売却の決定の一要素として考慮することは、これらのトレンドを理解しない投資家

よりもずっと、長期的なパフォーマンスを強化することにつながる。 

• 多くの国では、環境や社会問題の分野において、規制状況はより厳しいものになりつつ

ある。これは建物を改良する必要性につながるかもしれず、また持続可能性の低い資産

はそれを改良するのにより大きな支出を要することとなり、より尐ない収益をもたらす

ことにもなる。これらの新しい基準を理解し先取りする投資家はみな、好位置に付いて

競合先よりも高い収益をあげることもありうる。 

• テナントはその占有経費と環境負荷を減らすために、環境性能効率の高いビルをますま

す要求している。世界中でエネルギー価格の上昇が見込まれ、水不足も深刻化し、また

資源や輸送に関する価格も上昇する中で、テナントは「より環境に配慮した」不動産を

賃借することへの選好をますます高めていくであろう。したがって、そのような投資が

もたらす収入増加は、持続可能性の劣る、より望ましくない建物ストックから生じるも

のよりも優れたものになるであろう。 

• RPI 原則を導入することは、不動産の投資や利用に関係するすべての当事者との間に、

より良いコミュニケーションと協働をもたらすことになるだろう。これは利益の分裂と

乖離を減尐させ、最終的にはテナントと投資家双方の利益のために、ビルの品質を向上

させることとなる。 

この変化する状況を考えると、これらの問題の意味を理解して、購入あるいは保有す
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る資産の持続可能性を改善するために、経済的手法と同様に、適切なリスク補正後の投資

収益を追求することは、不動産投資家の信託的責任である。 

このレポートの目的は、商業用、住宅用あるいは産業用の不動産ポートフォリオやファ

ンドについて投資判断を行う人や、それを管理する人に対し、ESG 項目が、彼らの保有あ

るいは管理する資産の現在価値や今後の投資パフォーマンスにどのように影響するかにつ

いて、理解する手助けをすることにある。このレポートはまた、投資家がどのように、金

融面で堅実な RPI 行動を実行するかに関する考察と事例も提供する。 

このレポートは投資プロセスの各ステージに着目し、世界中の先進的な不動産投資機関

が RPI 原則を彼らの意思決定に適用し、彼らの不動産ポートフォリオの環境・社会的パフ

ォーマンスやガバナンスを改善するために行っていたことに関するケーススタディに焦点

を当てる。RPI 原則を投資意思決定に取り入れることは、世界の一部地域ではかなり先進

的であり、他のマーケットでも比較的新しいことなので、このレポートはこれらの異なる

マーケットに跨るベスト・プラクティスを反映させるとともに、現時点では発展段階で革

新的な事例も提供しようとしている。これらの実例が将来的には、一般的で広く行き渡る

ものとなるようにと、不動産ワーキンググループは願っている。 
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RPIを投資プロセスに取り入れる 

 

マルチ・クラス投資戦略における戦略的な資産配分に関する環境、社会およびガバナンス

項目の影響 

多くの投資家にとって、不動産はマルチ・アセットクラス投資戦略の一部分を形成する。

全体的な資産配分における不動産の相対的な位置を決める際に、投資家は投資期間、リス

ク許容度、流動性選好や将来の負債といった要因を考慮するとともに、特定の期間にわた

るいろいろなアセットクラスの相対的なパフォーマンス予想に関する戦術的な市場分析も

考慮に入れる。 そのうえ、バーゼル 3 や Solvency II のような監査機関の制約は、資産配

分に影響を及ぼすかもしれない。ここ数年の間、コンサルタントと年金基金は、環境、社

会およびガバナンス項目が、様々なアセットクラスの長期的リスク・リターン側面に及ぼ

す潜在的な影響を考慮し始めた。そして次には、これらのリスクを資産配分戦略にどのよ

うに反映させるかについても考慮し始めた。 

2011 年に、CalPERS はコンサルタント・マーサーにレポート「気候変動シナリオが戦

略的資産配分に与える影響」2 を開発するよう依頼した。これは、4 つの気候変動シナリオ

が2030年までの間に投資家のポートフォリオに与える潜在的な財政面での影響を分析した

ものである。このレポートは機関投資家が彼らの戦略的な資産配分において考慮する一連

のステップを明らかにし、機関投資家がアセットクラスと地域にわたって気候関連の投資

リスクと機会に関する理解を高めるのに用いることができるフレームワークを提供した。 

2012 年に、マーサーは「鏡を通して、投資家はどのように気候変動シナリオ・スタディの

結果を適用したか」3というフォローアップ調査を発表した。ここでは約 2 兆ドルの管理資

産を有する 12 人の投資家が、オリジナル・レポートで推奨された事項を実行するために何

を行ってきたかを調べている。 

調査を受けた投資家の： 

• 半分以上は、気候変動上の問題を将来の危機管理や戦略的な資産配分プロセスに含むこ

とを決定した。 

• 半分は、彼らの実際の資産配分に変更を行ったか、作る予定である。 

• 3 分の 1 は、より「気候に敏感な資産」（レポートにおいて挙げられた不動産、都市基盤、

未公開株式、持続可能な普通株（上場又は非上場）、効率/再生可能銘柄（上場又は非上場）

と第一次産物銘柄（農地と森林地を含む））に、より多くを割り当て始めたか、割り当て

る予定である。 

• 参加者の半数以上も、レポートで挙げられた気候に敏感なアセットクラス内における気

候リスクについて、レビューを行ったか、行う予定である 



13 

 

 このレポートは、戦略的な資産配分の中で、これらのリスクに注意を払うために、投資

家が行っていたことについてのケーススタディを含んでいる。 Forsta AP Fonden（AP1）

から示された下記のケーススタディは、投資家による気候変動リスクの考慮が不動産の戦

略的な資産配分に及ぼす影響を示している。 

 

具体的な実践例 

気候変動リスクを資産配分戦略に取り入れる - Forsta AP-Fonden (AP1) 4 

AP1は、気候変動が彼らのポートフォリオに影響を与える重要なリスク要因であり、それ

ゆえに資産配分プロセスにおいて考慮する必要があると考えている。AP1がマーサーの気候

調査から受け取った特注の調査結果は、気候変動リスクをレビューするための、より体系

的で効果的なアプローチを実行するのに役立った。 

気候報告の調査結果は、たとえば、不動産、農地、森林地と都市基盤に投資することに

よって、ポートフォリオにおける実物資産の割合を増やす必要があるという、ファンドの

確信を強めた。 農地と森林地において増加した投資割合は、AP1 が目指している全体像と

一致しているものと思われる。 これらの投資をするためのインセンティブはこのように増

加したが、それが実現される前に、他の環境、社会的およびガバナンスに関する項目が分

析される必要があった。 

AP1がマーサープロジェクトに参加したことによって、気候変動が彼らのポートフォリオ

における異なるアセットクラスや長期的パフォーマンスに与える潜在的な影響について、

より深い洞察が得られただけではなく、戦略的な資産配分分析のためのより良いツールを

提供され、それが彼らの投資モデルの中心にもなっている。さらに、研究において適用さ

れた分析的アプローチは、AP1 がその長期投資方針を決定するにあたっての戦略的なレビュ

ーに、取り込まれようとしている。 

 

 

資産配分における RPI の影響 

不動産投資家は、彼らの資産配分とポートフォリオリスク分析の一部として、金融リス

クの伝統的な手段と合わせて、環境、社会およびガバナンス要因を取り入れ始めている。 こ

れには、アセットクラスと対象地域に対する短期、中期及び長期的な動向分析の適用も含

まれる。 

銘柄選択における RPI の影響 

不動産の取得時と売却時のデュー・デリジェンスは、不動産投資の中核をなす。建物品

質の信頼性、立地、消費者需要、建物運営に関する規制や政治状況、そして長期的価値に

呼応した価格は当然、全て、投資意思決定を裏付けるものとなる。多くの投資家にとって、

RPIは投資意思決定の背後に慣習的に存在する既存の分析を強化するものとみられている。 

ESG 分析は建物の価値を測るための拡張ツールを提供し、ビジネス判断を正当化すること
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に重要な役割を演ずることができる。 

現在マーケットで過小評価されている動向－気候変動、さらなる都市化、人口統計や消

費者選択の変化など－が、将来のリスクや機会をどれだけ増加させるかを投資家が見極め

るための能力を、ESG 分析は、強化もするかもしれない。 そのようなスコアカードで集め

られる情報は、不動産を取得するべきか処分するべきか、あるいどの不動産が特定の RPI

の介在によって利益を得るかについての明確な判断につなげることができる。アプローチ

としての RPI は、たとえば、RPI の介在を利用して運用効率とテナント満足度を改善する

など、既存ビルの環境的、社会的パフォーマンスを改善する機会を明らかにするかもしれ

ない。ビルを選択する観点からみると、効率性の劣る建物を売却するのか、あるいは ESG

パフォーマンスの改善を通してより価値の高いものにするかの判断に、RPI を適用するこ

とができる。 

次ページのケーススタディは、投資家とファンドマネージャーがどのように彼らの銘柄

選択プロセスに ESG 項目を取り入れようとしているかについて、いくつかの例を示してい

る。 
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具体的な実践例 

環境・社会リスクを銘柄選択に取り入れる－IL&FS Investment Managers (IIML) 

2011年前半以降、IL&FS Investment Managers（IIML）は全ての投資対象会社について、

その環境・社会方針とフレームワーク（ESPF）方針に対する評価を行っている。 ESPF Risk 

Rating Process は、重要な環境・社会的リスクを明らかにし、それを最小化するのに役立

っている。立地調査は環境・社会問題を確認するために ESPFチームによって行われ、ESPF 

Risk Rating Scaleに従ってレーティングがなされる。プロジェクトはリスク基準に基づい

て、投資の検討がなされる。適切な遵守事項と ESPFの情報が、投資協定のなかにも考慮さ

れる。遵守事項と制約事項は、与えられたレーティングにもとづいてモニターされ、投資

期間中に定期的な訪問調査も行われる。このように、ESG項目は適切に、投資決定の際に考

慮され、投資期間を通してモニターされる。 

ESPFプロセスの適用により、IIMLは「Kohinoor Square」への投資を決定した。これは、

特徴的な 52階建、高さ 230メートルの業務用タワー、商業スペースと、34階建の居住用タ

ワーからなる複合用途開発である。このプロジェクトはムンバイの中心部で、主な郊外鉄

道の結節点に位置し、ここで働く人々の通勤利便性を実現している。これはかつての織物

工場の再開発であり、新しい雇用手段を創出することによって雇用機会を回復させること

にも役立っている。このプロジェクトは、LEED「プラチナ」評価の獲得を目指している。

この目的を達成するため、プロジェクト・デザインには以下のような特徴が取り入れられ

ている： 

• 汚水とゴミ： このサイトには独自の下水道処理装置があり、汚水を浄化してトイレ洗浄、

ガーデニングや洗車のためにリサイクルする。そして、地方自治体の水道への依存を減

らすために、雨水を取り入れるデザインとなっている。また空調システムのチラーから

の凝縮水をリサイクルしようとしている。 さらに、廃棄物からの生ごみは、みみずコン

ポストによって有機肥料を生み出すために用いられ、ガーデニングに活用されることと

なっており、資源ごみは認可された再生業者に送られることとなっている。 未処理の汚

水を全く排出しないため、ムンバイに既に展開されている都市基盤には全く負荷を与え

ない。 

• エネルギー：高性能ガラスを斜方向に配置した、ダブルスキンの外観デザインは、光を

偏向させることによって空調負荷を減らし、かつ十分な量の自然光を取り入れている。 

このプロジェクトには最新のビル管理システムもある。それは在室人員の密度を感知し

て、それに応じて空気調節と気流を調節するものである。また、エネルギー効率の高い

非フロン系の空調システムを使用しようとしている。ツタで覆われたバイオウォールや

テラス庭の設置により、屋内に質の高い空気をもたらすよう計画されているほか、避難

場所も全体的な空気質を改善することを目的に計画されている。 

• 持続可能な開発：このプロジェクトはコンクリートの混合物に（石炭火力発電所から排

出される）フライアッシュを用いている。このように、他の製造過程ではゴミとされて
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いる材料を用いているのである。 

• 1000 台の車に対応するための、市営の公共駐車場が提案されており、完成後に地方公営

企業の管理に委ねる予定である。 これは、プロジェクトサイトを囲んでいる主要幹線道

路の路上に駐車された車で引き起こされる交通渋滞を緩和するのに役立つ。 

 

以上に挙げたデザイン・アプローチの様々な特長の中で最も重要なものは、エネルギー

使用の削減であり、これは不動産の維持管理コスト削減することにもつながるであろう。

このことは商業用不動産の賃料見込み額を増加させるものと考えられる。プロジェクトの

都心立地とバス/電車ターミナルへの近接性は、公共輸送機関の使用を促し、それによって

大気汚染と交通渋滞を減らす。 さらに、下水、廃棄物処理や水害対策といった公共サービ

スへの依存度低下は、テナント/居住者満足感レベルの改善につながる可能性がある。 

 

環境リスクと機会を銘柄選択に取り入れる – PRUPIM5 

PRUPIM は、保有不動産や将来取得するかもしれない不動産の「公正価格」を算定するた

めに、同社が開発した FAIRVAL システムを用いている。リスクフリーレート、リスクプレ

ミアム、キャッシュフローの期待成長率をきちんと把握することによって、PRUPIM は投資

対象資産の「価値」を推定することができる。 

数年前、PRUPIM は「持続可能性のスクリーニング」をその FAIRVAL システムに導入した。

それぞれの不動産ごとに、その持続可能性の証明に関する一連のシンプルかつ意味のある

質問が問いかけられている。これらの質問は、中期的に最も資産価値とパフォーマンスに

影響を与えそうな不動産の特性に関するものである。とりわけ、資産に付与された建物認

証レベル、エネルギー・水・廃棄物管理システムの有無、オンサイトの創エネルギーシス

テムや雨水利用システムの有無、通勤における自家用自動車への依存についての質問が重

要である。 

このスクリーンを保有（あるいは保有予定の）資産すべてに適用する必要があることか

ら、実用的であることが重要である。そのため、スクリーンは 11の単純な「クリックする」

質問票から成っている。各々の質問に対する答えは、その土地使用タイプに関連する一定

の得点を与えられる。これらのスコアを直接に金銭価値に関連付けるための十分なデータ

は未だ無いが、FAIRVAL モデルの財務的なアウトプットには常に高い可視性があるため、

PRUPIM の投資プロは「買い・売り」の決定を考える際に、この情報をアクティブに活用す

ることができる。そのようなデータを市場ブローカーに要求することによって、意味があ

る経験的なデータを蓄積する可能性が高まっている。 

 



17 

 

ファンドや資産選択の最低基準設定に、RPI の基準を用いる 

 

多くの投資家とファンドマネージャーは、彼らが取得あるいは保有するかもしれないフ

ァンドや個々の資産に最低限あるいは基本となる基準を設定するために、RPI 基準を使い

始めている。そのような基準は、異なるレベルで適用されるかもしれない。例えば、： フ

ァンド全体にわたって、ファンドのなかの特定の不動産タイプ（ショッピングセンター、

マルチテナントオフィスなど）に限定して、一定価格以上の不動産についてなど。また基

準は産業ベンチマーク、認証スキーム、あるいはその他のローカルおよび／または国際関

連の認定スキームに関連づけて設定されるかもしれない。 

RPI の基準設定は、公的エクイティ投資における類似のアプローチと比較しうるもので

ある。たとえば、投資家は資産選択に「ベスト・イン・クラス」アプローチを採用し、最

低限の RPI 基準を満たす資産またはファンドだけに投資することもありうる。 「ベスト・

イン・クラス」の株式投資が企業の第三者評価認証（FTSE4Good、the Dow Jones 

Sustainability Index など）を参照して決定されるのと同様に、不動産セクターの「ベスト・

イン・クラス」投資もまた、持続可能性に関する第三者評価認証を参照して決定されるべ

きである。 

 

上場あるいは非上場の不動産ファンド投資に、最低限の RPI 基準を設定する 

不動産に直接投資しないとき、意思決定に RPI を取り入れようとしている投資家は、取

得あるいは保有の決定を知らせるために、ファンドあるいは不動産会社の RPI パフォーマ

ンス評価を行おうとしている。しかし、最近まで包括的かつ独立したメカニズムが存在し

なかったので、投資家が異なるファンドまたは不動産会社の RPI 証明書を比較して、「ベス

ト・イン・クラス」のパフォーマンスを理解することは困難だった。 したがって、次ペー

ジのケーススタディで示すように、投資家は伝統的に、これら企業の公的報告書や、ファ

ンドから提供された情報に関する独自の分析に依存していたのである。 
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具体的な実践例 

不動産セクターの環境効率レポートに関する Novethicのバロメーター 

 – Caisse des Dépôts et des Consignations 

Caisse des Dépôts et des Consignations は、その子会社 Novethic（企業の社会的責任

（CSR）と社会的責任投資（SRI）に関する研究センター）を通じて、フランスの不動産セ

クターで最高のレポート実施を促進している。不動産セクターの環境効率レポートに関す

る Novethic バロメーターは 2007 年に創設され、フランスの上場不動産会社の保有アセッ

トの環境性能に関するコミュニケーションの質を毎年評価している。この 2 年の間、この

バロメーターは、非上場のファンドマネージャーに関する調査とともに発表されている。 

財務レポートとサステナビリティ・レポートならびにウェブサイトが、次の 3 つのパー

トに分かれたレーティング・システムを通じて分析される： 

• 運営段階でのエネルギーとカーボンのパフォーマンス（50%）：下位基準には、測定、証

明、削減戦略とコミットメントに関する考慮を含む。 

• 建物の全ライフサイクルを通じたエネルギーとカーボンのパフォーマンス（35%）：建築

資材とユーザーの交通のために消費されたエネルギーが、特に考慮される。 

• 会社リーダーシップ、模範的な活動と持続可能性管理の導入（15%） 

 

2012年度のバロメーターは、以下のように示される： 

 

出典： Novethic、2012 

 

2012 版では、エネルギー消費と証明に関する透明で確固たる情報を提供している、実質

的にすべての会社について、情報の品質の全体的な改善をハイライトした。この情報の報

告については、第一版と比較して目覚ましい進展があった。それぞれの会社が Novethicラ

ンキングで良い得点を得るために競争した結果である。そのうえ、このバロメーターは、
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一般に説明の足りない環境関係の項目をハイライトすることにも貢献している。たとえば、

前版において、建物の全ライフサイクルを通じたエネルギーについては、ほとんど言及さ

れなかった。この部分の重みが強化されたので、不動産会社は Novethicランキングで彼ら

の得点を維持するために、この項目について対応することに圧力をかけられた。結果とし

て、この基準に関しては平均 14%の増加となった。その出版はフランスの不動産業界にとっ

て大いに注目されるイベントになったため、このバロメーターは環境報告におけるベス

ト・プラクティスの報告を促すことにも関与した。そして間接的には、より統合した持続

可能性管理の実現にも貢献した。 

 

ここ数年の間に、Global Real Estate Sustainability Benchmark（GRESB）は、投資家

が上場・非上場の不動産会社とファンドの持続可能性パフォーマンスを比較することがで

きる突出したシステムの 1 つとしての地位を確立した。 GRESB はマーストリヒト大学に

よって開発され、数多くの大手機関投資家に支えられている。それらの投資家は、パフォ

ーマンスを理解し比較するために、輩下にある投資マネージャーに対し調査票に回答する

よう求めている。2011 年に、340 の調査回答者があり、これら回答者の管理不動産の資産

規模は 9280 億ドルに達している。調査回答内容に基づいて、会社とファンドは得点を与え

られ、先頭に立つ会社またはファンドは「Green Star」の表彰を受ける。6 

この調査がその開発において比較的初期の段階にあるため、投資家にとってこの調査の

主な利用目的は彼らの管理下にある投資のパフォーマンスを理解し、平均以下になってい

ると認められる会社に関与することにある。しかしこの調査結果を、どこで投資してどこ

で投資しないかという、意思決定の一部として使い始める投資家もいると考えられる。 た

とえば、投資家は Green Star のファンドだけへの投資を選択することもありうる。 
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具体的な実践例 

投資家は、ファンドマネージャーに関与するために、どのように GRESB Surveyの結果

を使っているか – Aviva Investors Global Real Estate Multi-Manager 

マネージャーは、リスク管理面でのベスト・プラクティスの一環として、また不動産ポ

ートフォリオを時代遅れのものにしないために、その管理する不動産ファンドの ESG 認証

を意識する必要があると、Aviva Investors Global Real Estate Multi-Manager(REMM)チ

ームは、考えている。REMMチームが 2005年に彼らの管理下にあるすべての不動産ファンド

に年次の持続可能性アンケートを出し始めたのは、この理由による。2010 年には、GRESB

という、より広範な業界の取り組みが、最終的には世界中の非上場・上場ポートフォリオ

の持続可能性モニタリング指標になることを期待して、REMM チームは GRESB との協働を開

始した。 

REMM はそのチームが現在進行中の基本原則に関して能動的にファンドマネージャーに関

与できるように、次のような一定範囲の ESGイニシアティブをプロセスに取り入れた： 

• 年次関与プログラム： 毎年、REMMは、GRESBを用いて世界中に投資されるすべてのファ

ンドの環境性能を評価する。年次評価結果に続いて、そのチームはすべてのファンドに

関与し、この分野での改善とベスト・プラクティスを促し、そして特に、得点の低いマ

ネージャーに対しそのような活動を促進している。たとえば本年の関与プログラムは、

それぞれのファンド向けに合わせて作成されており、誂えの書面によるフィードバック

や特に弱い領域に関する情報の要請から、マネージャーとの差し向かいの会談に至るま

での広範な内容となっている。 

• 新しい投資に関するデュー・デリジェンス：どの新規投資を始めるにあたっても、REMM

は必ず ESG方針と行動を評価し、チェックしている。すべての新しい投資は、年次 GRESB

調査に記入することを要請される。そして、これらの結果は取引チームによって詳細に

読み込まれ、投資の前に REMM Global Investment Committeeに提出されるすべての書類

において概要が記載される。 

• 契約の基準：投資後の ESG モニタリングに関して、あらゆる新しい投資が補足説明とし

て年次調査に掲載されることを、REMM は必須としている。これにより、すべての新しい

ファンドが調査に参加することが確実となる。 

• 詳細な関与： REMMが非上場ファンドの ESG認証に懸念を抱き、関与の試みも失敗した場

合、流動性制約を受けるようなことがあれば、投資から撤退することが適切とも考えら

れるかもしれない。 

• さらなる支持： REMMは、より多くのガイダンスとサポートを要する、得点の低いファン

ドと協働し、その調査についての ESG 認証と将来のパフォーマンスを強化する計画を考

案する。 
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個々の資産への投資に、最低限の RPI 基準を設定する 

多くのファンドマネージャーは、ファンド（または特定の資産またはアセットクラス）

におけるすべての資産に最低限の RPI 基準を設定し始めている。Leadership in Energy 

and Environmental Design（LEED）、Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method（BREEAM）といった独立したサードパーティの評価システム（前者

は米国発、後者は英国発）のほか、日本の建築環境総合評価システム（CASBEE） 

やオーストラリアの National Australian Built Environment Rating System

（NABERS）のような各国特有のシステムは、長年にわたって、建物の持続可能性パフォ

ーマンスを評価し比較するためのシステムを提供している。グローバルにすべての建物の

ために使われる単一のシステムはないため、投資家ごとに、それぞれの国のマーケットの

基準とパフォーマンスを参考にした独自の「ベスト・プラクティス」基準を作らなければ

ならない。– たとえばオーストラリアでは、NABERS オフィスに関する現在の業界平均パ

フォーマンスは 2.5 スターなので 7、このマーケットで運用する投資家は、彼らの「ベスト・

プラクティス」最低基準を、全ての新規取得に 3 スター以上のレーティングを求めるとこ

ろまで設定することが考えられる。そのような最低基準は環境面だけでなく社会面でも設

定することができる。都市再生ファンドは、彼らの取得と開発のパイプラインを構築する

ために、政府が設計した目標領域を使うかもしれない。 この例は、次に示されている。 
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具体的な実践例 

グリーン不動産ファンドの増加 

ここ数年の間、多くのグリーン不動産ファンドが世界中で立ち上げられた。これらのフ

ァンドが取得する、そして/あるいは（改善可能な不動産に狙いを定めて取得したことで）

ポートフォリオにある不動産には、より高い環境性能基準が設定されている。 そのような

ファンドの 2つの例が、以下に示されている。 

 

Climate Change Capital の気候変動不動産ファンド 

Climate Change Capital の気候変動不動産ファンド（CCPF）は、特に「グリーンファン

ド」として売り出した最初の英国不動産ファンドの一つである。CCPF はこれまで、英国の

商業用不動産に 68百万ポンドのエクイティ投資を行っており、その取得にあたっては、環

境面で持続可能な改修により適格化されるビルや、もともと低炭素のビルに焦点を当てて

いる。そのファンドの背後にある投資の正当性は、以下のような事項を通じて平均以上の

パフォーマンス、あるいはグリーンの最高点を実現することにある： 

• 管理費用を削減し、賃料評価や賃貸更新時の価値を保持し、あるいは高める。 

• ファンドと資産は炭素税の負担が尐なく、賃料評価や賃貸更新時の価値を保持し、ある

いは高める。 

• 将来の規制に対する防衛 – たとえば、英国エネルギー法（2011 年 10 月）は、英国の外

資系賃貸ビルにエネルギー効率に関する義務的基準の導入を可能にしている。上位 25%

のビルを保有するだけで、そのファンドは他のファンドよりも規制の影響を尐なくする

ことができる。 

• エンド投資家のために、資本的支出や陳腐化を抑え、時代遅れにならないように作られ

た資産 

CCPFは、2011年の GRESB調査（ファンドの持続可能性パフォーマンスの認証）において、

Green Starを与えられた。 これまで、そのファンドは 10.6%の二酸化炭素排出量を削減し、

2つの資産について、取得後の改修によりエネルギー効率のレーティングを高めた。 

 

Investaの商業用不動産ファンド 

Investaの商業用不動産ファンド（ICPF）は、オーストラリア東海岸の主要な商業用オフ

ィス市場に最高級の商業用オフィスを保有するコア不動産ファンドである。それは、社会

的責任投資（SRI）のホールセール不動産ファンドとして世界で唯一認証されている。 

2011年 10月 31 日までの間、ICPFはマーサー/IPDインデックスにおいて最高のパフォー

マンスを示したオフィスファンドとマルチ・アセット・ファンドであった。そのポート

フォリオに関する NABERS の平均ランクは 3.9 スターであり、現在の市場平均である 2.5

スターを超えている。 
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再生プロジェクトに特化する – Igloo の再生パートナーシップ 

2000 年に、 Aviva Investors（当時の

Norwich Union）は、都市再生ファンドには

投資家の需要があり、また英国不動産市場

において投資が向かわなかった地域でも期

待収益を上回る可能性があることを明らか

にした。 

彼らは Igloo Regeneration を開発マネー

ジャーとして指定し、Igloo Regeneration 

Partnershipを組成した。このファンドは UNEP FIの活動のなかで、ゲイリー・パイボ教授

（アリゾナ大学）によって、世界で最初の責任不動産ファンドと定義された。 

投資家は、公共・民間セクターの保険会社や年金投資家や尐数の責任投資家を含め、様々

なマネージャーのいる広範なファンドから来ている。戦略的に、これら投資家は、現在の

自動車交通に依存した郊外開発による損失を防ぎ、より持続可能な投資に移行し始める必

要性を感じ取っていた。 

このファンドは貧困な都市部のスラム街において、持続可能な「フットプリント」投資

方針をプロジェクトの選択・設計・実施に生かしながら、複合用途による再開発を行う。

その「フットプリント」方針は、デザイン、環境、社会と健康、幸福と福利をカバーする。 

第三者監査機関は、そのプロジェクトの「フットプリント」方針に対するパフォーマン

スを評価する。プロジェクト進行に対する役員会決定は、受け入れ可能な「フットプリン

ト」を達成するか否かに左右される。これらのアセスメントもまた、独立した監査委員会

によって評価され、次のステージでプロジェクトがどのように改善しうるかについてのガ

イダンスが、その委員会から提供される。 

投資への「フットプリント」アプローチの重要性は、おそらく Igloo のカーディフ湾で

の Porth Teigr に最もよく表されている。2007 年に、ウェルシュ政府は、カーディフ湾の

38エーカーの旧ドックの開発主体に、Igloo を選んだ。 Iglooは、主に「フットプリント」

を用いた持続可能な投資を忠実に守る途を選んだ。ウェルシュ政府と協働しつつ、Iglooは

2010年に、カーディフで英国放送協会（BBC）の新しいドラマスタジオを作る取引を行った。

この 35百万ポンドを超える大型投資は、2011 年に英国鉄鋼年金基金に売却された。BBCと

英国鉄鋼年金基金がこの投資スキームを選択した理由は、持続可能な建物の特性と、その

ような大規模投資がサウスウェールズ地域に大きな継承価値をもたらすことを確実にした

いという思いからだった。 

2011 年 8 月の竣工以来、ドラマスタジオは環境性能・デザインについて、世界最高得点

を獲得したスキームとして BREEAM Global Award Winner 2012（ウェールズ）を受賞し、年

間再生プロジェクトとして RICS Awards Wales 2012を受賞するなど、一連の賞を受賞した。 
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建物は広範にわたる持続可能な特長を有する。例えば、Energy Performance Certificate

の「A」ランクで、現在のビル規制よりも 38%以上のエネルギー効率性があり、それによっ

て 200 トンの CO2 排出量を削減している。この建物は、BREEAM の「Outstanding」評価を

取得したものとしては、ウェールズで 1番、英国で 2番目に大きい建物となっている。こ

れは、テナント（BBC）がその建物に取り入れた持続可能な特徴を活用して完璧な運営を

実行して初めて達成されるものだった。ここはＢＢＣが高解像度を含むすべての撮影に

LCD照明を使用した最初のスタジオである。 ディレクターから照明に関する不満は一切お

こらなかった。そして、より尐ないエネルギーを照明に費やすだけでなく、熱の発生を減

尐させる（これは、スタジオがもはや空調の必要はないことを意味する）ことによっても

エネルギーを削減した。 BBC は現在、BREEAM の Outstanding 評価をすべての新規スペー

スでの最低条件にすると発表している。 
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RPI をポートフォリオと資産の管理に取り入れる 

 

RPI がポートフォリオと資産にもたらすリスクと機会を理解する 

多くの投資家にとって、RPI の観点から資産のパフォーマンスを改善させることの第一

ステップは、彼らの現在のパフォーマンスと、これが示すリスクと機会が何であるかを理

解することである。そのような分析は次に、投資プロセスと投資意思決定の修正がなされ

るべきか否か、財政的・非財政的資源をどこに集中させるべきかを明らかにするために用

いることができる。 

これらの分析を行うにあたり多くの投資家が採った方法は、集中的な詳細調査のために、

いくつかの不動産を別々に、より大きなポートフォリオから切り離すことである。 そのよ

うな分析は、一定範囲の RPI 項目（たとえばエネルギー使用、水効率、廃物の管理とリサ

イクル、健康と安全、労働者の生産性、テナント共同の程度、社会的な貢献）に関する建

物のパフォーマンスを見ることに集中できるであろう。あるいは、尐数の項目に集中する

ことができるであろう。 

不動産（と評価項目）の数を減らすことによって、投資家やアセットマネージャーは、

どのような情報が必要で、どのような情報が有用で、そして情報をどのように一般化して

いく必要があるかを理解する機会を得ることができる。この手法によって、稼働率、客足、

床面積、提供されるサービスのタイプといったパフォーマンスに影響を与えうる項目を、

彼らは理解することができるであろう。また現在どのようなギャップがあって、これを今

後どのように埋めていくことができるかを理解することもできるであろう。不動産立地毎

に、情報をどのように比較することができるかを理解することにも役立つ。 

個々の不動産からデータを集めることによって得られた教訓は、ポートフォリオ全体に

わたる情報収集をより効果的に行うことにも役立つ。このアプローチは、特に大きな資産

のオーナーとマネージャーにとって効果的なものになるであろう。 そのようなアプローチ

がどのように適用されたかに関するいくつかの例が、次のケーススタディに掲載されてい

る。 
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具体的な実践例 

パフォーマンスを計測し改善する – UBS 

UBSは、不動産の持続可能性に関するパフォーマンスを計測するために、独自のレーティ

ング・システムを開発した。この社内ベンチマークは建物とポートフォリオの持続可能性

に関するパフォーマンスを記録し、ファンドマネージャーはこれによって目標と行動計画

を定めることができる。このレーティング・システムは、その分析の一環として、収益性、

環境配慮、自然災害、健康と快適性、交通利便性やビルの技術的サービスを含めた環境、

社会及び経済要因に着目している。2つのファンドの調査結果の例と、3番目のファンドの

レーティング改善について、以下に示す： 

 

UBSは既に、パフォーマンスを改善させるために、この評価システムを使用している。たと

えば、UBS(D) Sector Real Estate Europe Fundの 11のオフィスビルは、2009～2010年に

パフォーマンスの明らかな改善傾向を示している。 
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パフォーマンス理解のために、Green Rating TM 監査スキームを用いる – AXA Real 

Estate 

AXAは、47件の不動産資産の環境性能を理解するために、Green Rating TM監査スキーム

を使っている。 Green Rating TM 監査スキーム（2011年に Green Rating Allianceに移管）

は、キーとなる環境因子を計測するシステムである。 

アセットマネジメントを強化して、既存の資産における持続可能性を改善するための強

固な基盤を築くのに、Green Rating TM 監査の結果を用いることができることを、AXA Real 

Estateは見出した。 

ひとつの建物のパフォーマンスを、世界 16か国の 100以上の都市における 170億ポンド

の総資産価値（GAV）に相当する 600万㎡のオフィス、ロジスティックスと商業ビルディン

グの評価結果と比較できることから、ベンチマーキング・ツールとしても機能するもので

ある。 

 

Green Rating TM 監査は現在、AXAが関わっているほとんどの提案仕様書に参照されるツ

ールであり、不動産の持続可能性を改善するために有用な数尐ない世界的ツールの一つと

して、投資家たちの注目を集めている。 

 

多くの投資家は、リスクがパフォーマンスに及ぼすかもしれない影響を定量化するため

に、ファンドまたはポートフォリオの全体にわたって、一つあるいは尐数の RPI リスクと

機会により引き起こされたリスクに注目し始めている。それによって投資家は、確認しう

る、あるいは機会を利用しうる重要なリスクにもれなく対処するための戦略を策定するこ

とができる。そのような調査項目の例としては、資源不足（例えば光熱費上昇、水不足、
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輸送経費の増加、物価上昇）、気候変動（例えば洪水、干ばつ、暴風被害）、ユーザーの生

産性（空気質、照明レベル、快適温度）と技術進化（例えばクラウド・コンピューティン

グ、インターネット・ショッピング）があげられる。パフォーマンスに関連する項目の影

響を調べるために行われた作業に関する 3 つの例が、次に挙げられている。 

 

気候変動の潜在的影響を予測する – Sonae Sierra8 

2009年に、Sonae Sierraは気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の調査結果とその他

の文献を参考にして、彼らが運営する地域における気候変動の潜在的な影響を理解するた

めの分析を行った。その研究では、それぞれの地域で受ける可能性のある広範囲な気候変

動リスクと影響（研究結果のサマリーは下記参照）とともに、ポルトガルのショッピング

センター資産のサンプルについて、気候変動に伴う金融リスクに着目をした。この研究は

エネルギー（主に電気）、水と保険料という 3つの主要構成要素に焦点を当てている。 

この分析では、異なるシナリオの下で気候変動から生じるエネルギー使用の潜在的変化

を明らかにするとともに、これらの変化から生じるコストを、以下の 2 つの主要な仮定に

基づいて計算している：第１の仮定は、電気料金が 1990年から変化しないものとして、第

2の仮定は、気候変動に関する政策の結果として料金が変動するものとして。選択した資産

の運営収益に対する影響を推定するために、2つのアプローチがなされている。第 1は会計

アプローチであり、そこでは費用構造が不変のままとし、収益性の減尐がそれぞれのショ

ッピングセンターにおける既存の財務データに基づいて計算された。第 2 は計量経済学ア

プローチを用いて、収益性と電気料金の関係を推定した。計量経済学アプローチは、各シ

ョッピングセンターにおける電気料金などのインプットの変化に応じた運営の調整を考慮

に入れ、気温の高い期間中の訪問客の増加といった間接的な影響も考慮に入れている。 

研究の結果、以下の点が明らかになった。 

• エネルギー需要の増大と、予想されるエネルギー価格の上昇は、2030 年において収益性

を最大 2-5%、2050 年において 3-6%減じることが予想される（ショッピングセンターによ

り幅がある）。 

• 水の場合、気候変動による潜在的な需要の増加を推定することはできなかったが、水の

コスト増加は結果として収益性を 0.15%-2%減じる可能性がある。 

• 保険料の増加見込みは、21%と推定された。これは、収益性に 0.1%-0.7%の影響を及ぼす

可能性がある。 

2010 年に、Minho 大学の Molecular 生態学・環境センター（ポルトガル）は、

AlgarveShopping と NorteShopping という 2 つのパイロット・ショッピングセンターで、

生態系サービス依存に関する追跡調査を行った。この研究は最初の研究の成果を用いて、

気候変動に伴う他の潜在的リスク（例えば季節的水不足、異常気象による洪水や炭素税の

導入可能性）に最も着目した。 

これらの研究では、化石燃料と主要な給水への依存を減らして、事業効率を上昇させて、
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ショッピングセンターでの排水効率を改善することの重要性が強調された。これらは、

Sonae Sierra がすでに積極的に進めている戦略である。それにもかかわらず、気候変動は

同社が運営する他の立地においてもさらなる影響を与える可能性がある複雑な現象である

ことを、Sonaeは認識している。このため彼らは、投資、開発、管理と企業行動をカバーす

る長期の気候変動に適合した戦略を開発・実行することに目的を定めている。 

 

 

不動産ストックの規制・制約を予測する：GRECOプロジェクト – Caisse des Dépôts et 

des Consignations 

2010年に Caisse des Dépôts et des Consignations(CDC)は、フランスの環境法「Grenelle 

2」の潜在的影響を理解するために、そのアセットマネージャーである AEWヨーロッパとと

もにプロジェクトを始めた。Grenelle 2は、2020年までに既存の商業用不動産ストックの

エネルギー消費を 38%削減する義務を課すものである。この法律はまだ正式に施行されてい

なかったが、この規制を遵守するためにはおそらく改修作業が必要となることから、この

将来的な規制は既存ポートフォリオにとって、価格下落リスクを意味するものである。そ

の将来的な影響から利益を得るために、このプロジェクトは、居住用不動産を含めたすべ

てのタイプの資産に適用された。 
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プロジェクトの根底にある目的は、ダイナミックなプラットホームを構築し、CDCと AEW

ヨーロッパが、規制を遵守するためにポートフォリオ全体にわたって行う必要のある改善/

改修プログラムの影響を理解できるようにすることである。そのために、全てのポートフ

ォリオにわたってエネルギー監査が行われ、個々の資産あるいは世界的な資産について、

エネルギー性能を 38%改善するために行う必要のある推奨された改修行動が提供された。そ

れぞれの推奨事項は、以下のグラフが示すように、エネルギー効率コスト効果の両面で評

価された： 

 

収集したデータを蓄積して、投資意思決定を助け、行動計画の実施をモニタリングする

ために、インターネット・プラットフォームが開発された。プラットホームの継続性を確

かなものにして削減目標に達するために、ダイナミックな側面が取り入れられている。た

とえば、このツールは、売買意思決定がポートフォリオのエネルギー性能に与える影響を、

アセットマネージャーがモニターできるようにしている。既存のストックの改修に関して

は、現在のエネルギー消費量と、改修行動を通じて達成できるであろう予測削減量の両方

をモニタリングできるように、このツールは設計されている。 
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屋内空気質が入居者の生産性に及ぼす影響を理解する – AXA Real Estate 

2011 年に、AXA Real Estate は、屋内空気質が作業効率に与える影響に関する見識を得

るための研究に着手した。この研究は、屋内空気質が職場における従業員の生産性に影響

しうるという仮定に基づいている。しかし、空気質は計測が難しいだけでなく、テナント

企業が対外的に情報交換をしたがらないこともありがちな、デリケートな話題である。 

研究には 2つのステージがある： 一つめは理論的な文献調査で、二つめはいくつかのテ

ナントビルに対する一連の実験的・実際的な調査である。 

第 1ステップでは、長期欠勤のおよそ 10%が屋内空気質の管理不備によるものと結論付け

られた。実際的には、これは 1㎡あたり年間平均 30ユーロの損失回避につながる可能性が

ある。2012 年前半には、あるテナントオフィスビルでの実験が始められた。最初に、この

実験の目的を説明し、誰でも空気質に関する認識を伝えることができる匿名アンケートを

送るために、テナントとの会議を開催する必要があった。 

次のステップは、建物の異なる 3つの階層で 6つの場所を選択し、1週間の屋内の空気分

析を行うことである。その分析結果は行動計画の基礎として用いられる。そして成果が得

られたか否か、どこに得られたのかを証明するために、実験とアンケート段階の後にさら

なる計測を実施することとなる。 
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RPI を資産運用戦略に取り入れる 

 

責任不動産投資（RPI）に関するリスクや機会を認識することで、日々の資産管理方法の

変更あるいは改修による大幅な質の向上を通じ、資産運用の変化を促すことが可能になる。 

 

環境効率が運営コストの節減を促進 

あらゆる RPI 戦略の焦点は、日々の資産管理の一環として、ゼロあるいは低コストの環

境改善策を取り入れることに当てられる。そうした措置は運営コストの大幅な節減につな

がる可能性がある。例えば、CO2 排出削減のため政府や企業と協力している英国の団体カ

ーボン・トラストは、エネルギー管理を改善すればコストが 5%- 25%削減され、通常は 2

年以内に投資コストが回収できると推測している。最小限の投資でコストを 5%-10%節減で

きるのは異例なことではない 9。投資家が資産の質を（理想的にはゼロあるいは低コストの

方法で）維持できれば、改善されない資産が直面するような急激な資産価値の下落や、リ

スクプレミアムの増大を避けることが可能になる。 

低コストのエネルギー節減策は、大半が資産の優れた維持管理策とみなされており、実

行可能な先進事例に関する提案が増えている。例えば、ビル管理システムの最適化、ビル

が稼働している時のみ照明、空調、暖房などを供給する方法、エネルギー効率の優れた管

球や器具を備えた照明へのアップグレード、光センサーの設置、テナントにエネルギー消

費節減（スクリーンや会議室の消灯など）への協力を求めることなどが挙げられる。それ

らの対策はエネルギー節減策だけにとどまらず、水利用の節減、環境に優しい輸送の促進、

資源再利用の推進、廃棄物の削減への取り組みにまで及んでいる。以下の 3 ページでは、

オーナーによる環境効率化プロジェクトに関するいくつかのケーススタディや、それらの

プロジェクトによる節減効果の詳細について説明している。 

 

具体的な実践例 

標準化されたアプローチを通じた環境効率の改善 – 「LEED既存ビルディング：運営及

びメインテナンス基準」の構築及び活用に関するベントール・ケネディの試み 

ベントール・ケネディは米国における「LEED既存

ビルディング：運営及びメインテナンス基準 

(EB: O&M) 」計量認証プログラムの構築に携わっ

た USGBCのパートナー11社の一つである。各社は

LEED EB:O&M に基づく計量化を通じ、米国のオフ

ィス・ポートフォリオ全体について持続可能なベ

ストプラクティスを広め、標準化し、コスト効率

の高い手法で事業パフォーマンスを改善するこ

とが可能になった。LEED EB:O&M 計量認証プログ
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ラムは、ポートフォリオ全体に適用できる計測可能な手順、ポリシー、プロセスを網羅し

ているほか、トレーニング及び教育、エネルギー監査、テクニカルな検査/分析、戦略的改

修も含まれている。 

2010 年に、ベントール・ケネディは LEED EB:O&M 計量認証プログラムを通じて 28 のビ

ルの同時認証を獲得したが、ここには 6 つのゴールド、17 のシルバー、5 つのブロンズ認

証が含まれている。LEED EB: O&Mによる認証を受けたビルは米国の 9地域におけるクラス

Aのオフィススペース約 590万 sq ftに相当し、運用資産額は 12億ドルを上回る。 

ベントール・ケネディはこのプログラムに参加した米国で初の投資アドバイザーで、顧

客である MEPT の資産を運用する最大の単独オーナーである。それに加え、同社は 2011 年

上半期にさらに 17のオフィスビルについて最終的な認証を受ける予定で、それらのスペー

スは 230万 sq ft 近く、資産額は 4億ドルに達する。 

最初に LEED EB:O&Mの認証を受けた 28のビルに関する主なパフォーマンスは以下の通り： 

・ ENERGY STARの平均スコアは 85で、米国全体の平均に比べエネルギー効率が 35%優れて

いる。 

・ オーナーとテナントによるエネルギー節減額は推定 97万 4,500ドル（注：ENERGY STAR

のポートフォリオ・マネジャーによる認証期間を通した実際の標準的な総削減 kWhと、

環境省が定めた価格に基づく推定値） 

・ 水の使用量を 37%、年間 1,340万ガロン削減し、事業コストを 10万ドル以上削減。 

・ グリーン-e の認証を受けた再生可能エネルギー・クレジットを 1,840万 kWh購入。 

 

戦略的アプローチを通じた環境改善の促進 – コロニアル・ファースト・ステート・

グローバル・アセット・マネジメント 

コロニアル・ファースト・ステート・グローバル・アセット・マネジメント（CFSGAM）

の不動産事業パフォーマンス戦略（OPS）は不動産資産の管理及び運営について、運用して

いる個々のビルにおける環境・社会・企業統治（ESG）への配慮を実現する手法を定めてい

る。OPS はすべてのステークホルダーの利益に資するよう、資産の運用全体に関する効率

性の改善を目指している。そのアプローチは、資産価値の維持及び増大、運営及び法的リ

スクの軽減、あらゆる事業可能性の実現、テナントに対する質の高い物件の提供を図ると

同時に、社会的かつ利益的側面における目標を達成し、バランスのとれた成果を上げるこ

とを目指している。OPSの基本となる ESG の原則は以下の通りである： 

・ 資産を保有するファンドや管理している個別不動産の環境負荷をベンチマーク化する。 

・ 必要に応じて計測可能な短期的・長期的な目標を設定し、長期的な事業パフォーマンス

やすべての資産の効率性を確実に改善する。 

・ イノベーティブなパフォーマンス改善を促進する管理及び設計手法、システムやテクノ

ロジーの導入を、必要に応じて適切に探求し、実行する。 

・ 関連するサプライチェーンの活動を理解し、それに影響を与える。 
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・ サステナブルな行動を促すため、主要なステークホルダーを感化、指示、教育する。 

・ 情報のユーザーに見やすいフォーマットにより、パフォーマンスを報告及び開示する。  

こうした戦略的アプローチは素晴らしい成果を生んだ。例えば、CFSGAMは 2007年以降、

コモンウェルス・プロパティ・オフィス・ファンド（CPA）の環境負荷を著しく削減した。

CPA のポートフォリオは環境効率が 30.4%、水効率が 21.3%改善したほか、二酸化炭素の排

出量は 30.2%減尐した。オーストラリアにおけるのオフィス資産のポートフォリオは

NABERSのエネルギー格付けが平均 4.1スター、NABERSの水格付けが平均 3.7スターとなっ

ている。CFSGAM のチームは引き続き全域にわたって改善に取り組んでおり、埋め立てゴミ

の抑制、エネルギー・パフォーマンスの最適化、データ収集の改善、排出物や水消費の削

減について、市場をリードする先進事例の実施などを推進している。同社は 2013年の目標

として、NABERSEnergyのポートフォリオ加重平均は 4.5スター、NABERS Waterのポートフ

ォリオ加重平均は 3.8スターの獲得、廃棄物の転用については 65%の達成を目指している。 

 

資産レベルでの環境改善の推進 - クリブス・コーズウェイ、PRUPIM  

PRUPIM は 「What the Leaders are Doing（リーダーの活動の現状）」と題する第 1 回リ

ポートで、同社とキャピタル・ショッピング・センターズ、JT ベイリスとのジョイントベ

ンチャーで、同社が運用する最大規模のショッピングセンターの一つである英ブリストル

のクリブス・コーズウェイで実施したエネルギー消費の削減に向けた取り組みについて紹

介している。 

PRUPIMはクリブスで著しいエネルギー効率改善を目指す取り組みを継続し、2004年から

2010 年までにエネルギー消費量を 46%削減し、テナントは 100 万ポンド近くコストを節減

することができた。この期間に削減された二酸化炭素排出量は、累積で 6,000 トン以上に

達した。 

 

こうした削減を達成するためには、幅広い措置が講じられた。まず、エネルギーがどこ

で用いられているかを把握し、次に、エネルギー消費量を削減するために最もコスト効率

の高い方法について検討を行った。2004年以降、以下のような様々な対策が実施された： 

・ 空調システムの最適化 – 自然換気に変更し、空調の使用に関する目標を設定した。 
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・ 照明の最適化: 

・ エネルギー効率の改善策を実施、人感センサーと照度計を導入、ルーフライトを消灯、

バックスペースの照明を縮小 

・ 夜間の照明を減らすため、駐車場に照明ゾーンを導入 

・ 自然光を増やすため樹木を刈り込み 

・ エスカレーターの稼動を営業時間内に限定 

・ 運営プロセスの変更 

クリブス・コーズウェイで重視したのはエネルギー利用ばかりではない。2008/09年以降、

リサイクル比率が 38%から 58%に上昇したほか、現地のメカニカル・バイオロジカル・アン

ド・サーマル（MBT）オペレーターと協力し、来年には埋め立てゴミをゼロにしたいと考え

ている。この期間に、クリブス・コーズウェイでは水利用を効率化する装置や器具の導入

により水使用量を 8%削減し、年間 9,000ポンドのコスト削減を達成した。 

クリブス・コーズウェイでは、サステナブルな輸送ポリシーを推進するため、積極的な

取り組みも行われてきた。専用のバス乗り場や大規模なバス待合所を設置し、年間約 9 万

5,000 本のバスを運行するなど、幅広い措置が導入されている。2011 年にはリアルタイム

の情報スクリーンをバス乗り場に設置したほか、斬新なクリブス・コーズウェイ・トラベ

ルカードを発行し、従業員に対して直接通勤する手段をディスカウント価格で無制限に提

供した。また、カーシェア・クラブを創設したほか、電気自動車用の充電施設も設置し、

クリブスを訪れる 1万 2,000人の障害者や高齢者向けに電動いすも導入した。 

 

商業ビルのエネルギー効率を改善する上で最大の問題の一つは、信頼できるパフォーマ

ンス・データが尐ないことである。どれだけのエネルギーがどこで使われているかに関す

る正確な情報が得られなければ、オーナー（オーナーの委託を受けてビルを運営している

業者も）やテナントは、ビルのエネルギー効率を把握することはできない。一方、RPI を

重視するオーナーは、ますます資産のパフォーマンスに関するリアルタイムの情報を求め

るようになっている。それを満たすための主な方法は、スマートメーターと呼ばれる自動

計測器（AMR）を取り付けることで、それぞれのテナントやフロア、機械設備にサブメー

ターを設置する必要もある。そうしたメーターを設置すれば、ビルのパフォーマンスを明

確に把握することが可能になる。さらに、どの部分でエネルギー利用を削減できるかに関

する情報も得られるほか、不要な廃棄物の発生が最小限に抑えられ、テナントとのコミュ

ニケーションや連携を深める要因にもなる。 

 

リアルタイムのエネルギー監視 – インベスタ 

インベスタは 2011年に、エネルギー効率の改善を把握する上でテナントとオーナーの協

力関係を支援する視覚化ツール「Pulse」を開発した。このシステムは、すでに大きな恩恵

をもたらしている。 
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Pulseはビルのオペレーターに対し、天候要因を考慮したビルのパフォーマンスを毎日フ

ィードバックし、前日のビルのパフォーマンスの良否に関する情報を提供している。イン

ベスタが保有するビルのオペレーターはこの情報に基づき、機械設備の作動を毎日調整す

ることが可能になった。また、効果的な対策は引き続き推進し、効果のない対策は撤廃さ

れることになる。 

下のグラフは、Pulse導入の結果、シドニーのマーケット・ストリートにある 3件のビル

における電力使用が大幅に改善したことを示している。Pulse導入以降、電力使用量はビル

の想定されるパフォーマンス・モデルに対し、一貫して約 7%節減されている。0%がそのビ

ルに「期待された」パフォーマンスであるのに対し、0%を下回ることはエネルギー節減を

意味する。インベスタはビル運営のエネルギー使用を削減する上で「人的要因」が重要で

あることを認識し、サービスに供せられるエネルギーについて検討する一方で、テナント

に大きな満足感を与えるためスタッフに多くの情報や権限、意欲を与える方法を探ってい

る 10。 

 

 

 

社会経済的な恩恵 

国連は、2050 年までに世界人口の 3 分の 2 にあたる約 60 億人が都市に居住するように

なると予測している 11。都市を形作るのは建物であり、また都市は経済・社会的プロセスで

ある生産や消費の中心地として富やチャンスを生み出す一方、疾病、犯罪、汚染、貧困の

温床ともなっている。優れた設計に基づき、高いエネルギー効率を目指して建築され、適

切に管理されていれば、建物は大きな社会的恩恵をもたらし、投資家に対してもチャンス

を提供することになる。以下では、そうした要因を RPI 戦略に統合し、恩恵がもたらされ

た事例を取り上げる： 
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責任ある委託契約プログラムに係る指針 - カルパース（CalPERS、カリフォルニア州

職員退職年金基金） 

目的 

カルパースは主に外部の運用マネジャーを活用して不動産投資を行っている。責任ある

委託契約プログラム（RCP）に係る指針（以下「指針」）は、不動産投資を行うためにカル

パースが選定した委託先、投資機関、マネジャー、コンサルタントその他の関係者が、こ

のプログラムを運用するなかで、善良な管理者の注意をもって行動することを求めるもの

である。それに加えて、この「指針」を利用すれば、委託先を活用しながら投資リスクや

リターンを柔軟にコントロールすることが可能になる。 

はじめに 

カルパースは、内部従業員やマネジャー、そして委託先の従業員の労働条件に強い関心

を持っている。「指針」には従業員に適正な賃金や福利厚生を提供する規定を設けており、

委託先や下請け先が受託者の忠実義務や慎重（プルーデンス）義務の原則に従ってこれを

実践するよう、カルパースはこの「指針」を通じて支援・奨励しているのである。さらに

は、これらの受託者義務は、カルパースの委託する不動産・インフラ投資が水準以上のリ

ターンを上げることを求めるものである。 

カルパースは小規模ビジネスの開発、市場の競争、事業コストの抑制を支持する。また、

労働組合の理念の多くを支持しており、労組やその加盟業者に対し、カルパースが投資す

る不動産・インフラの開発や運営への参加を推奨している。カルパースは、労働者は適正

な報酬や訓練が与えられれば、質の高い製品やサービスを生み出すことを確信している。

「指針」には、トランジション、モニタリング、履行に関する規定が含まれている。 

RCP 指針の適用分野 

・ カルパースが 50%以上の権利を保有する不動産あるいはインフラ投資であって、他のタ

イプの投資（合同運用ファンド、メザニン債、海外投資など）は含まれない。住宅開発

のパートナーは対象外だが、（指針を）自発的に順守することを強く推奨している。 

・ 10万ドル以上の契約。 

「指針」の内容 

「指針」は、カルパースのスタッフ、弁護士、投資マネジャー、労務関係者によって策定

されたもので、内容は以下のとおり： 

・ 「RCP契約」、「RCP運用」、「責任ある委託先」、その他要件の定義づけ。 

・ 受託者義務、競争入札、地方自治体・州・国の法令の遵守、その他の原則的要件の設定。 

・ マネジャーや委託先が「責任ある委託先」を採用して「RCP運用」を行うことの推奨。 

・ 運用マネジャー、カルパースのスタッフ、労務関係者の役割及び責任の設定。 

・ トランジション、モニタリング、履行、管理上の必要事項に関する規定。 

・ すべての委託先への「指針」の周知、「指針」と手続きの文書のメンテナンス、「指針」

遵守のモニタリングと履行についてのマネジャーの責任。 
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・ RCPを遵守していることの証明書と「RCP契約」の件数や金額を記載した RCPリポートを

毎年カルパースに提出することをマネジャーに義務づけ。 

・ 競争入札の段取りと、入札参加者への「指針」の内容告知をマネジャーに義務づけ。 

・ コア不動産ポートフォリオにおけるスタッフの組合活動に対する中立的な立場の堅持を

カルパースや投資マネジャー、委託先に要請。 

2011年度の不動産ポートフォリオの RCPパフォーマンス 

2010-11年度は、RCP指針を遵守する比率は 97.5%に達した。不動産・インフラ投資のマ

ネジャーは、この期間に「RCP契約」向けに 6億 4,700万ドル以上を支払った。 

 

アフリカにおける RPIを通じた社会的恩恵の創出 – アクティス 

アフリカにおける都市の急拡大は、不動

産投資家に新たな多くの問題をもたらし

ている。急速な都市化の進行により、サ

ブサハラ地域（サハラ砂漠以南のアフリ

カ）の都市部には 2010 年から 2020 年の

間に 5,800 万人に上る人々が流入し、そ

れ以降の 10年間にはさらに 6,900万人が

流入すると予想されている。都市の急拡

大は住宅、オフィス、商業施設の絶え間ないな需要を生み出している。インフラの整備や

建築基準が整わないまま都市開発が無計画に進められれば、これらの都市は将来、深刻な

問題に直面する恐れがある。 

アクティスにとって、この都市の拡大が適切な管理の下で進められれば、大きな事業機

会となる。アクティスはアフリカ地域の不動産市場の将来を支えるため、2006年にサブサ

ハラ地域で初のプライベートエクイティ不動産ファンドを創設した。それ以降、同社のチ

ームはガーナ、ケニア、ナイジェリア、タンザニア、ウガンダ、ザンビアの都市開発プロ

ジェクトを組み入れたポートフォリオを構築し、ヨハネスブルク、ラゴス、ロンドン、ナ

イロビの不動産プロフェッショナルが運用してきた。 

アクティスの不動産投資戦略の核を成す概念はサステナビリティである。アフリカの発

展途上国では資源面の制約が大きいため、投資を通じて価値を創出するには、水、エネル

ギー、そして全般的な投資のサステナビリティに関する理解が不可欠となる。 

アクティスは 2007年に不動産ファンドの運用に先立ち、すべての不動産投資を網羅する

サステナビリティ・ガイドラインを策定した。このガイドラインは共同投資家、建築家、

設計者に対し、ビルの設計や建設に関する指針を示している。ビルが、国際的に認知され

ている格付け制度による認証を受ける上で必要なすべての要件を満たすため、アクティス

は過去 5年間にわたりガイドラインの修正、更新を進めてきた。 

今後のアクティスのすべての開発プロジェクトは、LEEDやグリーンスターなど国際的な
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環境格付け基準による認証を受ける予定で、アフリカ地域の既存ビルに比べ、エネルギー

効率を 25％以上高めることを目指している。アクティスはこれらのガイドラインを適用

し、国際的な環境格付け基準を満たすビルを建築するため、以下の項目を実践する： 

・ 開発プロジェクトに伴う建設、建材、サプライチェーン、付随的ビジネスや、完成後の

プロジェクト内で雇用を創出する。 

・ 知識やスキルを伝達するため、地元と外国の労働者や専門家の交流を促す。 

・ 計画的な住宅・コミュニティ開発を進めることによって、衛生状態の悪さ、粗雑な配線、

質の低い住宅、交通渋滞など健康及び安全面のリスクや、最悪の場合にビルが崩壊する

リスクを軽減する。 

・ スラム地区の住民が住宅を保有できる環境を整えることで、犯罪を減らし、好ましいコ

ミュニティへの参加を促す。 

・ コミュニティ・都市計画面からの検討を行うことによって、開発計画案が交通渋滞や住

宅の密集度など周辺のコミュニティや環境に与える影響を評価する。 

この実践例の一つが、2008年に開業したガーナのアクラモールである。アクラモールに

は週に 13万 5,000人の買い物客が訪れ、商店ばかりでなく、映画館、バー、レストラン、

歯医者、医療センターもある。アクティスは開発プロセスを管理し、3,600 万ドルを要し

たプロジェクトの資金調達のため、エクイティ及びデットによる投資を実施した。 

アクラモールは地域経済に目に見える恩恵をもたらしている。900 人の従業員を雇用し

たほか、地元のサプライチェーンを活性化し、周辺地域にも投資を呼び込んだ。また、公

的セクターの活動を促し、人々は高品質で手頃な価格の商品を購入できるようになった。

ガーナ人従業員は、国内の他の小売施設に比べ高い賃金で雇われている。正規雇用の人が

増加した結果、給料を管理するため多くの銀行口座が開設された。それに伴って、銀行や

提携会社は保険、年金など新たな商品やサービスを提供するようになり、ガーナの金融サ

ービス業の発展にもつながっている。 

このモールに質の高い核テナントを確保するため、アクティスは南アフリカのゲーム・

アンド・ショップライトなど、アフリカ全体にネットワークを持つテナントを誘致した。

これらの有力小売業者は、従業員や納入業者のレベルを上げるという好ましい連鎖効果を

もたらした。今ではすべての販売スタッフが顧客サービス、救急対応、防火などの訓練を

受けるようになった。それに加え、アクティスは多くの納入業者に対してバーコードの利

用法など物件管理に関するトレーニングも行っている。ショップライトは「Proudly 

Ghanaian（誇り高きガーナ人）」という標語を通じ、地元企業に対してとりわけ積極的にサ

ポートやアドバイスを提供している。 

アクティスは 2012年 5月に、アクラモールの株式を南アフリカの商業施設デベロッパー

であるアターベリーと金融サービスのサンラム・グループに売却した。 
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コミュニティに恩恵 – マジド・アル・フタイム・プロパティーズ 

マジド・アル・フタイムは、「モール・オブ・ジ・エミレーツ」の中に約 7,500平方メー

トルのドバイ・コミュニティ・シアター・アンド・アート・センター（DUCTAC）を開設し

た。これは、多民族からなるドバイ住民や観光客向けに様々なイベントや参加型活動プロ

グラムの開催を通じてクリエイティブで文化的な発展を促すことを目指した施設である。 

DUCTACはペルシャ湾岸地域初の、非営利の、コミュニティ横断的な最新のクリエイティ

ブ・センターである。この大規模プロジェクトは、現在のドバイの住民や将来の世代にと

って娯楽や教育センターが必要だと考える地元の映画愛好者、芸術家、ビジネスマンらの

発案で誕生した。 

 

地域再開発とコミュニティへの関与 – リンク・リート 

リンク・リートは、香港最大の商業施設ポートフォリオのオーナー・運用会社として、

サステナブルな企業は投資家にリターンをもたらすばかりでなく、ステークホルダーにも

貢献し、地元のコミュニティを強化する役割を果たすと考えている。 

香港の人々にとって、生鮮食品や日用品が手に入る生鮮市場は欠かせない存在である。

市場には消費者が様々な品物を買い求めるために訪れ、近所の人と生活や料理などに関す

る情報交換を行い、露天商人と日々ふれあい、親しくなっている。このように生鮮市場は

香港のコミュニティにとって重要な役割を果たしているにもかかわらず、設備の老朽化、

スーパーマーケットとの競争激化に加えて、市場というものは内部がジメジメして汚いと

いう固定観念など、多くの課題に直面している。リンク・リートは 100 近くの生鮮市場を

ポートフォリオの一部に組み入れ、見過ごされてきたコミュニティ拠点の再活性化と、マ

ーケットにおける位置づけの向上を試みている。 

プロジェクトの一例は 30年の歴史を持つ太原（Tai Yuen）市場である。リンク・リート

はプロジェクト全体を通じてテナントや市場団体など主要なステークホルダーと協議し、

そこで得た貴重な意見を再活性化計画に反映させた。1 億 2,000 万香港ドル（約 1,540 万

米ドルに相当）に上る大規模なプロジェクトにより、建築、デザイン、効率性、空調、排

水、照明などが著しく改善され、より快適にショッピングできる環境が整備された。地域

コミュニティにより役立つように、バリアフリーの出入り口を増設したり、通路を拡張し

た。さらに、買い物客の利便性やサービスの向上を目指し、ＡＴＭや洗面台を設置したほ

か、電子決済システムを導入した。それ以外にも、サステナビリティを強化する措置とし

て、屋上での有機農園の設置、生ゴミの集中コンポスト化、他のエネルギー効率向上策な

どを実施した。その結果、リンク・リートは 2011年のアジア CSRアワードでエンバイロメ

ント・エクセレンス・アワードを受賞した。 

このプロジェクトがもたらした社会的に良い影響としては、衛生状態や環境の改善、地

元住民の雇用機会の創出、家業の次世代への承継などが挙げられる。太原市場の再活性化

プロジェクトは、スペースの有効活用、テナント入居率の上昇、テナントの新規誘致、既
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存テナントの事業改善、客数の増加、入居希望の問い合わせ増加といった目に見える成果

を生み出し、投資リターンは 12.2%に達した。 

太原市場の再活性化プロジェクトは生鮮市場におけるショッピングのカルチャーを変え

たばかりでなく、香港の生鮮市場開発にとって新たな時代の幕開けを告げるものとなった。 

 

 

開発及び改修プロジェクトにおける RPI 原則の取り入れ 

新規のビル開発は、環境配慮に優れ、社会・経済的な利益をもたらす資産を形成する機

会となる。大規模なビルの改修も、建物のライフサイクルの中で、環境面でのパフォーマ

ンスを著しく改善する重要な機会となる。投資家にとって、テナントが入居している状況

ではそのような改善は（物理的にも経済的にも）不可能だからである。 

投資家やファンドマネジャーは、環境・エネルギー性能に関する現行の最低基準や将来

想定される基準、テナントによる要求の拡大、水光熱費の上昇などに対して資産を守り、

資産価値下落のリスクを軽減する手段として、RPI 原則を開発及び改修プロジェクトに取

り入れようとしている。 

 

具体的な実践例 

豪シドニーのダーリング・クォーターにグリーンスター格付けで６スター（最上級）

を獲得したオフィスを供給 – レンド・リース 

ダーリング・クォーターは 2011年 7月に

完成したシドニーで最新の都市再生プロ

ジェクトで、利用されていなかったブラ

ウン・フィールドを活気ある複合用途地

区に変身させた。ダーリング・クォータ

ーの開発は、オーナー（レンド・リース

が運営するAPPFコマーシャルと海外の合

弁パートナー）、レンド・リース、シドニ

ー港湾管理局（SHFA）、オーストラリア・

コモンウェルス銀行（CBA）による共同プ

ロジェクトとして行われた。プロジェクト開始時から、すべてのステークホルダーがダー

リング・クォーターを、サステナブルなデザインと街づくりにおいて世界を代表する地区

にするという共通目標を共有していた。 

ダーリング・クォーターの業務エリアは 2 つの 8 階建てビルで構成され、6,200 人以上

が勤務する 59,000平方メートルのフレキシブルなオフィススペースや、5,000平方メート

ルの商業スペースが設けられている。地区内には青尐年劇場、コミュニティ緑地、インタ

ラクティブな遊具が設置されたシドニー最大の無料子供用遊び場などのコミュニティ施設
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も建設されている。 

ダーリング・クォーター最大のオフィスビルであるコモンウェルス・バンク・プレイス

は 2012年 2月の竣工時にグリーンスターのオフィスビル格付け（バージョン 3）で、最上

級の 6 スターの認証を受けるという栄誉を受けたオーストラリア初のオフィスビルとなっ

た。このビルは、チルドビーム方式の空調設備、室内の空気再循環を防ぐシングルパスの

外気システム、高効率の設備機器、革新的な調光技術、外壁の太陽熱負荷を最小限に抑え

るように調整された遮光装置を伴った高性能ファサードなどを備えている。それに加え、

トリジェネレーション・システム（コージェネレーションでつくられた電気と熱に加え、

排ガスの中の二酸化炭素も再利用するシステム）によって温室効果ガスの排出も抑えてい

る。このビルのエネルギー・モデルは、NABERS 格付け（オーストラリア建築環境格付け制

度）で最上級の 5スター＋40%の CO2排出削減が可能であることを示している。オーストラ

リアにおける典型的な既存オフィスビルの平均と比べ、CO2の排出が 72%削減されることに

なる。 

飲料水の利用を最小限に抑える対策として、汚水の再利用、水流を絞る機器の設置、30

万リットルの貯蔵タンクを含む雨水の再利用システムなどを導入している。ビル内に設置

された下水管や汚水処理システムは、下水管を通じて排水を集め、ビルから排出される汚

水を 100%処理のうえで再利用することを目指している。これによって供給される再利用水

で冷却塔やトイレ用水の 90%を賄うことが可能で、このシステムがない場合に想定される

年間約 5,200 万リットルの飲料水を節減することができる。これは、オリンピックサイズ

のプール 20個分、飲料水のボトルで数えれば 8,600万本に相当する水を毎年節約できるこ

とを意味する。 

ビルのサステナビリティが重要であることは、入居するすべてのテナントにはっきりわ

かるように示されている。ビル内の目立つ場所に双方向のメディアウォールが設置され、

モニタリングシステムからのデータが表示される。これによってテナントに省エネや節水

の手がかりを伝え、その重要性を理解してもらう。例えばテナントは示された情報に基づ

き、省エネルギーのため、また自分の体力増強や健康増進のために、エレベーターではな

く階段を使うといった選択をすることもできる。メディアウォールにはエネルギー効率を

高めるため、LED 技術が用いられている。メディアウォールが消費するエネルギー量と、

メディアウォールを通じて削減されるエネルギー量とを比較して分析したところ、後者が

前者をはるかに上回ることが明らかになった。 

レンド・リースが運営する APPFコマーシャルは、完成時にすべての新規開発プロジェク

トにおいてグリーンスターのオフィス認証で最低でも 5 スター、すべての既存ビルで

NABERSによるエネルギー認証で 4.5スターの獲得を目指している。同ファンドは、高い環

境格付けを達成すれば将来的に資産価値が守られることが保証され、リスクや資産が务化

にさらされる可能性が低減すると考えている。 
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再開発を利用した環境の改善 – F&Cリート 

英国ロンドンの繁華街ソーホー地区にあるグレート・パルテニー・ストリート 25番地で

は、F&C リートによる再開発で最近オフィスビルが竣工した。この場所には以前、1960 年

代の务悪なビルが建っていたが、もはや商業的な価値が失われ、この地域に相応しい存在

ではなくなっていた。既存ビルの改修についてあらゆる選択肢が検討されたが、取り壊し

た上で全面的に再開発することが最善の方法であるとの結論に至った。それによって富裕

層をターゲットにしたソーホー地区周辺の景観に見合った質の高いビルが建設されること

になった。 

グレート・パルテニー・ストリート 25番地のプロジェクトでは、サステナビリティを重

視して建設された結果、BREEAM の「Excellent（優れている）」、EPC(エネルギー・パフォ

ーマンス認証)の「B」の格付けを得るという目標を達成した。それに加え、ビルの計画期

間こそ比較的長めだったが、「将来が保証された」ビルが完成し、最新のベンチマークと比

べても優れたパフォーマンスを達成している。二酸化炭素の排出量は年間 15.9 KgCO2/m2

と推定されている。自然エネルギーを直接利用するパッシブデザインと、機械動力を用い

て利用するアクティブデザインという両面のサステナブル・デザインの組み合わせが、ビ

ルの高いパフォーマンスと低いエネルギー消費量に寄与している。 

（本プロジェクトの）エネルギー戦略では、ボーリング孔で採熱した地中熱ヒートポン

プシステムが、低炭素の再生可能エネルギー源として極めて有効であると評価された。設

置されたシステムは深さ 120メートルまで掘られた 22のボーリング孔を通じ、ビルが必要

とするすべての熱や冷却水を賄っている。このビルの重要な特徴として、テラスやグリー

ンルーフが挙げられる。屋上は生物多様性の実現を意図して、様々な動植物が生息できる

よう特別に設計されている。また、入居するテナントがこの空間に慣れ親しめるように、

ハーブや野いちごも植えられていて、個人的にここの環境と触れ合うことができる。 

グレート・パルテニー・ストリート 25番地の再開発は、ソーホー地区の中心通りを著し

く活性化した。以前のビルは視覚的、経済的にこの地区の厄介物となっており、長年に渡

って顧みられずにいた。その再開発は歴史的な背景を配慮して行われたばかりか、活気あ

ふれたソーホー地区に融けこんだ自己主張の強いモダンな建築物となった。グレート・パ

ルテニー・ストリートに設置されているアート作品「フィニアル・リスポンス」は、この

ビルをテナントのみならず、好奇心の高い歩行者をも引き寄せる役割を果たしている。 
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改修を通じた環境の改善 – ベントール・ケネディ 

米国ボストンのポストオフィス・スクエア 50 番地に

あるビルは 1947 年に建設され、緑豊かな都市公園に

面した金融地区にある。2011年にビルのインフラに関

する大規模な改修工事が始められ、その後、外観の美

化作業が行われた。現在は第 2段階の改修が進められ

ており、LEEDのシルバー認証の取得を目指している。

ベントール・ケネディが個別に運用する有力顧客の勘

定による投資を通じ、改修工事によって環境パフォー

マンスが改善する見込みである。 

「私たちの顧客にとって、環境面で模範となると同

時に、新築ビルに備わっているあらゆるアメニティや

快適さを備えた、高品質な一流ビルに改修することが

重要だった。改修工事の大部分は、一時的に見込まれ

ていた高水準の空室（総面積 636,000sq ft のうち

430,000sq ft）によって可能になった。ビルの大きな

区画が空室になる機会を生かして大規模な改修を行

うことにした。貸室にテナントが入居したままだった

ら、それはできなかっただろう。私たちは、改修や LEED

認証の取得により、短期的にも長期的にもビルの価値が高まり、収益性も著しく向上する

と確信している。改修が完了すれば、空室率は極めて低い水準になると考えている。」ベン

トール・ケネディのアセット・マネジメント部門シニア・バイスプレジデントを務めるジ

ョセフ・シーア氏はこのように述べている。 

週 1度のプロジェクト・ミーティングでは、LEED認証の取得に向けた進捗状況について

議論される。実施されている主な改善点は、以下の項目である： 

・ エネルギー効率やテナントの満足度を最大化し、外気冷房を導入した新たなエネルギー

管理システムを採用する。 

・ 自然光を最大限に取り入れ、テナントの視野を改善するため、室内の壁を薄くする。 

・ 水や電気の使用量を削減するため、老朽化した水道及び照明器具を、小流量・高効率の

ものに交換する。 

・ 行先階制御方式のエレベーター管理システムにグレードアップする。 

これまでに実施された改修によって、エネルギー消費の削減やテナント満足度の改善に

成果がみられる。ポストオフィス・スクエア 50番地のビルのような古い建物の改修は、先

を見越した積極的な取り組みであるということができる。既存ビルの改修によって、取り

壊しや建て替え、あるいはグリーンフィールドでの建築に比べて尐ない環境負荷で、一等
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地に立地する既存資産の価値を生かすことができ、市場から求められる高性能な LEED認証

ビルのポートフォリオを拡大することができるからである。 

 

一部の投資家は資産や開発レベルで実施できるサステナビリティの改善ばかりでなく、新

たな都市開発に RPI原則を取り入れることを検討している。 
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スマートシティをデザインする – 藤沢サスティナブル・スマートタウン 

パナソニック株式会社は、「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン（以下、Fujisawa SST）」

について 2012 年よりインフラ造成に着手した。これは、パナソニックが藤沢市及び 11 社のパ

ートナー企業とともに計画してきた先進的なスマートシティ・プロジェクトである。 

 

このプロジェクトに参加する企業の 1社として、三井住友信託銀行は、Fujisawa SSTプロジ

ェクトにより創出される環境価値の評価を可能とする評価インデックスの設計を担当してい

る。この評価指標は以下のような点を評価している： 

・広範囲の環境配慮の取組みに関するパフォーマンス－Fujisawa SST プロジェクトは、CO2 の

70%削減、生活用水の 30%削減、再生エネルギー利用率 30%以上といった環境目標を掲げてい

る。またコミュニティ・コンティニュイティ・プランとしてのライフライン 3 日間確保など

の安全・安心目標も設定している。 

・広範囲の目標達成に向けた、個々の取り組みの効果－環境目標達成のために実施される取組

み（スマート・エネルギー創出、環境に配慮した移動手段の選択など）は、全体の削減に向

けた貢献度に応じて評価される。この評価は、街区レベル（「緑の軸」創出など）と、個々の

住宅レベル（住宅エネルギー・マネジメント・システムの効率性など）の両面で行われる。 

・経済効果と環境付加価値－この評価指標は、プロジェクトにおける取組みがもたらす定量的

な効果から、収入増加、支出減尐、リスク低減といった経済効果と、これに伴う経済的付加

価値の両方を計測しようとしている。 

この評価指標は開発プランについてのフィードバック提供に用いられるだけでなく、住宅購

入予定者にその効用を説明するために用いられる予定である。 
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テナント需要に対応する 

 

投資家やファンドマネジャーは、入居する建物の環境パフォーマンスやエネルギー効率

への関心を一段と強めているテナントの意向に対応するため、ますます不動産運用や管理

に RPI 原則を取り入れようと努めている。エネルギー料金が引き上げられ、環境性能評価

を取得するビルが増えるのに伴い、エネルギー効率の劣るビルはテナントの需要が落ち込

み、賃料の下落や空室期間の長期化を招いて資産価値の下落が加速する恐れがある。 

 

グリーンリース 

グリーンリースは、保有あるいは入居するビルが環境に及ぼす影響を和らげるため、オ

ーナーとテナントが協力することを内容とした契約を結ぶ方法の一つである。それは標準

的な賃貸借契約に、環境効率の向上（エネルギーや水利用の削減、資源再利用の推進、公

共交通機関利用の促進など）を目指す項目を上乗せしたものである。グリーンリースには

定まった形式はなく、「ライトグリーン（環境に関する認識を深め、協力を促す条項）」か

ら「ダークグリーン（具体的なパフォーマンス基準の達成を義務づけ、達成できなかった

場合にペナルティを課す条項）」まで、それぞれのオーナーやテナントに適した方式を採用

することができる。現時点では商業用不動産市場においてグリーンリース条項はそれほど

普及していないが、将来はそれを盛り込んだ契約が増えると予想されており、一部の国で

はそうした条項を法的に義務づけたり、義務化を提案したりしている。 

 

具体的な実践例 

グリーンリースに関するテナントの見方 - ドイツ銀行 12
 

ドイツ銀行はビルからの CO2 排出を減らすことにより、カーボン・ニュートラルを実現

できると強調してきた。ドイツ銀行のグローバル・ポートフォリオは 74 ヶ国の約 3,000

に上るビルで構成されており、これらのビルが生み出す CO2 排出量は、ドイツ銀行の世界

全体排出量の 65%以上を占めている。フランクフルトにある修繕を行ったグループの本部

ビルであるドイチェ・バンク・タワーは、既存ビルが達成できる環境パフォーマンス改善

の見本を示している。このビルは修繕により、冷暖房用のエネルギー消費量を 67%、水の

使用量を 74%削減した。ドイツ銀行は主な建築プロジェクトすべてについて、LEED 認証の

取得を目指している。それは、ビルが環境に与える影響を緩和すると同時に、コスト削減

やコミュニティへの貢献にもつながる。ドイツ銀行はこれまでに 19 の LEED 認証を取得し

ている。 

 

グリーンリース条項 

ドイツ銀行の「グリーンリース」プログラムは、同行が入居するビルは、たとえ自社で

保有あるいは管理していなくとも、商業ビルとしての要件を満たすと共にサステナビリテ
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ィに関する規定にも従う必要があると定めている。ドイツ銀行はテナントとして入居する

前に、オーナーに対してサステナブルなビルの管理を促すため、賃貸借契約にグリーン条

項を盛り込むよう求めている。グリーンリース条項はドイツ銀行が入居するスペースばか

りでなくビル全体のエネルギー消費を対象としており、同行はそれに関するパフォーマン

ス・データの公表を求めている。 

新たに結ばれた賃貸借契約には、エネルギーや水使用の効率性、ビル内部の空気の質、

廃棄物管理、環境に配慮した内部清掃などに関する「グリーン」条項が盛り込まれている。

ドイツ銀行は 2011 年に、既存の賃借建物に関する主要パフォーマンス指標（KPI）を把握

するグローバルなグリーンリース管理システムを導入した。これらの KPI はエネルギー・

パフォーマンス格付け、環境に配慮した清掃、廃棄物処理、エネルギーや水の計測など、

環境改善策に関連する指標を記録するものである。ドイツ銀行は特に LEED認証の取得を目

指しているビルを中心に、引き続きポートフォリオ全体でグリーンリースの導入を進めて

いる。 

ドイツ銀行は改善の余地があるビルについてテナントとの賃貸借契約やコンプライアン

スを推進するため、2012 年はグリーンリースに関するデータベースの活用を計画してい

る。同行は自社における目標設定や他組織との協力を通じ、よりサステナブルな建物管理

の実現に向けて貢献することを目指している。そのためのイニシアティブは以下の通り： 

・ 「グリーンリース」契約に関する実践的な基準や手法を確立する。 

・ 不動産仲介業者向けのサステナビリティ基準を作成する。 

・ 新たな建設用地やそこでの建設について、生態系に配慮した選択基準を定める。 

・ テナントが比較できるよう、賃貸用建物に対してエネルギー及び環境格付けの取得を求

める。 

・ ビルの CO2 排出量に関する報告のグローバルな基準を確立するため、グリーンプリント

財団と協力する。 

 

 

環境パフォーマンス目標達成に向けたテナントとの協力 

テナントの間でサステナビリティを重視する意向が高まっているため、環境パフォーマ

ンスの改善に向けオーナーがテナントと協力するケースが増えている。こうした変化によ

り、オーナーは既存テナントを引き留めると同時に、資産価値を高めることが可能になっ

た。 
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具体的な実践例 

環境パフォーマンスの改善を通じたテナントの引き留め - プラメリカ・リアルエス

テート・インベスターズ 13
 

プラメリカ・リアルエステート・インベスターズはオランダのハーグで延 206,000sq ft

のオフィスビル「Visseringlaan」を取得し、その半分以上を欧州連合の機関に賃貸してい

る。テナントは政府機関であるため、CO2 排出量の尐ないビルへの入居を強く望んでいた。

しかし、このビルは 1980年に建築された後、長年に渡ってほとんど改修が行われていなか

ったため、CO2 排出量は受け入れ難いほど高かった。プラメリカの不動産管理チームは、

空室率が 30%の高さにある中で賃貸借契約期間が切れるのに先立ち、テナントを引き留め、

資産価値を維持するためには、低炭素の実現に向けたソリューションを提供することがお

互いの利益になると判断した。 

プラメリカ・リアルエステート・インベスターズは契約更新のプロセスを通じ、テナン

トの入居率、賃貸借期間、賃料収入、マーケティングコスト、市場における優位性、維持

管理コスト、修繕費用、炭素排出量削減に要する投資額、環境に与えるプラス効果などを

考慮した費用対効果分析を行った。 

同社はいくつかのシナリオを検討した結果、100 万ユーロを投じてエネルギー効率を引

き上げた。改修を実施した項目としては、新たな高性能ボイラーの設置、空調設備の高効

率化、ビル管理システムの強化、すべての窓への遮光ブラインド設置、水利用の効率化な

どが挙げられる。 

これらの措置は、ビルの CO2 排出量を著しく削減し、220 万ユーロ近くに上る付加価値

をもたらした。高効率化された空調設備はビル内の空気の質を著しく改善し、テナントに

優れた職場環境を提供したほか、テナントの管理コストやエネルギー消費の削減に貢献し

た。この戦略が奏功し、核テナントが賃貸借契約を更新したほか、ビルの長寿命化、投資

リターンの改善、CO2排出量の削減などの効果が生まれた。 
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テナントとの協働による社会配慮型オフィスビル評価指標の作成 - 三菱 UFJ 信託銀

行 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の人的・経済的被害を受け、三菱 UFJ 信託銀

行はテナント（ビルユーザー）と協働し、テナントにとって企業活動を支えるオフィスビ

ルの環境や社会に配慮した不動産としての価値を見出す取り組みを続けてきた。 

三菱 UFJ 信託銀行は、この分野における専門家と共に社会配慮型不動産普及のための検

討会を立ち上げ、社会や環境に配慮した不動産を明らかにし、比較することができるため

の「ものさし（評価指標）」を作成するため、テナント（ビルユーザー）に対してアンケー

ト調査を実施した。三菱 UFJ 信託銀行は、この評価指標の作成を通じて環境や社会に配慮

した不動産の価値を明らかにすることを目指してきた。 

アンケート調査では、テナントに対してオフィスビル選定の際に重視する項目について、

順位付けする形式をとった。項目は、立地（まちレベル／街区レベル）、経済性、基準階の

広さ・形状、ビル基本性能、安全性、環境・省エネルギー性能、快適性・生産性、フレキ

シビリティ、付加価値、ビル管理体制の 11に分類されている。 

震災の影響を受け、多くのテナントが最も重視する項目は耐震性、危機発生時のサポー

トや事業変化に対応しやすい自由度の高さであった。その他関心の高い項目は、コストや

電力使用量の削減につながる省エネルギー性能の高さであった。 

三菱 UFJ信託銀行はこの調査結果を活用し、全 28評価項目から構成される社会配慮型オ

フィスビル評価指標を作成した。評価指標は、テナントがオフィスビル選定時に重視する

という回答が多かったものほど、配点を高くしている。三菱 UFJ 信託銀行は、クライアン

ト企業がオフィスビルを選ぶ際にこの評価指標を活用していく。そして、この評価指標は、

テナントのみならずオーナーも活用することができるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザーが求めるオフィスビル像

ワーカー 経営（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 社会(市民)

ビ
ル
の
特
性

視点

ビ
ル
が
提
供
す
る

ビ
ジ
ネ
ス
価
値

•快適に過ごせる
（業務・移動・生活上のストレスが
生じにくい）

•働きやすい
（IT環境がよい）

•危機管理支援
（役職員の安全・重要業務継続）

•企業コンプライアンス支援
（役職員の健康・不正侵入防止・節

電・低炭素要請への対応）

•知的生産性の向上

•企業イメージへの適合

•環境負荷を削減できる
（環境・省エネルギー対策が充実）

•ユニバーサル
（すべてのひとが使いやすい）

•地域貢献

•空調・照明機能が充実
（制御単位が細かい）

•開放感
•リフレッシュスペース
•トイレ・食事環境
•供給電源・通信回線

•耐震性/免震性/制振性
•非常用電源
•防災設備・浸水対策
•喫煙対策・セキュリティ
•CO2削減対策
•エントランス
•フロアの広さ・形状・床

•窓システム/水/再生可能エネルギー
•オーナーの取組姿勢
（省資源・省エネルギー・長寿命）

•省エネルギー性能評価書（東京都）
•LEED/CASBEE

•バリアフリー新法対応
•オープンスペース（災害時）
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サプライヤーとの協力 

多くの不動産投資家は日々の不動産管理について、プロパティマネジャーやファシリテ

ィマネジャーに委託している。関係者すべての利益を一致させるためには、契約に定めら

れた明確な基準、目標、サービス内容に従い、サプライヤーの協力を求めることが重要な

カギとなる。 

具体的な実践例 

責任ある不動産管理戦略の実施 – ハーミーズ・ファンド・マネジャーズ 

ハーミーズは責任ある不動産管理プログラムを定め、すべての外部の不動産マネジャー

に対して責任ある方法で不動産を管理し、プロパティマネジャーとアセットマネジャーの

間でベストプラクティスを共有することを求めている。そのプログラムの要点は以下の通

り： 

管理に関する最低限の要求 

ハーミーズは、彼らの資産をどの様に管理して欲しいかについて、管理方法に関する最

低限の基準やベストプラクティスを定めている。ハーミーズはプロパティマネジャー（PM）

に対し、彼らが守るべき行動に関する簡単なチェックリストを渡している。それらの項目

には、四半期ごとに行われるミーティングで進捗状況について検証することや、サステナ

ビリティに関するアドバイザーからの支援などが含まれている。PM との契約には、RPI に

関する具体的な成果をパフォーマンス報酬に反映させることも盛り込まれている。 

支援ツール 

PMの業務を支援するため、ハーミーズは彼らに進捗状況を管理し、報告する一連のツー

ルを提供している。PMはそれらを使い、年間を通じてエネルギー、水、廃棄物、交通手段、

コミュニティへの関与について計測している。ハーミーズは彼らのパフォーマンスを競合

他社社と比較するため、アップストリームのオペレーショナル・パフォーマンス・ベンチ

マーキング・サービスを用いて年に 1度ベンチマーク化している。 

この包括的なプログラムを通じて把握されたサステナビリティに関する改善状況は不動

産マネジャーによって分析され、必要に応じて投資運用戦略に組み入れられる。それによ

り、ハーミーズはポートフォリオ全体に渡って実際にサステナビリティを改善し、コスト

を削減することが可能になる。 

より迅速かつ効率的な目標の達成 

ハーミーズは過去の先進的事例や優れた手法を生かし、「RPIセンター・オブ・エクセレ

ンス」プログラムを構築した。それは他のプロパティマネジャーの見本として用いられ、

成功事例の紹介や知識の伝播や経験の共有に役立っている。このアプローチは非常に高い

効果が実証されており、積極的なノウハウの吸収や業務レベルの向上を通じ、より迅速か

つ効率的に目標を達成できることを示している。 
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協力とノウハウ共有を通じて RPI のイノベーションを推進する 

 

RPI は比較的新しく、革新的な取り組みである。業界の基準やベストプラクティスは変

化しつつあり、主要な投資家や他のステークホルダーの間の公式あるいは非公式な協力を

通じ、投資戦略の立案や実行に関する多くのイノベーションが生まれている。 

情報交換の促進や、学問的及び実践的なリサーチのサポート、RPI 実践者のネットワー

ク構築などを目的とするグループが増えている。その結果、グリーンビル認証を取得する

ことによる経済的価値、エネルギー効率のベンチマーク化、都市再生、グリーン改修基準、

テナントとの協働といったトピックに関するリサーチや情報交換が急速に拡大している。 

 

 

具体的な実践例 

ガーナグリーンビルディング協会の設立 – アクティス 

アクティスは国際的な基準を、東アフリカや西アフリカ特有の気候及び社会経済的ニー

ズに見合うよう修正した上で採用している。サステナビリティの重要な要素を国際的なグ

リーンビル認証制度に準じて評価すれば、投資家やテナントは、彼らのビルがそれぞれの

地域における重要な課題に照らしてどのようなパフォーマンスを上げているか、明確に把

握できるようになる。このやり方はデザインや改修プロセスに影響を与え、地元の資源利

用を重視してエネルギー効率を高めると同時に、社会、文化、経済的に持続可能な成果を

もたらしている。 

西アフリカでは、アクティスは世界グリーンビルディング協会、アフリカ建築協会、地

域の開発チームと協力し、国際基準（グリーンスターなど）を地域の環境及び社会的ニー

ズに沿った基準にするため、国際的な組織、ガーナグリーンビルディング協会を設立した。

例えば、ガーナでは水不足が大きな問題となっており、グリーンビル認証制度を用いる上

では、水の保全、リサイクル、再利用をとりわけ重視する必要がある。この様な取り組み

を通じ、都市の発展、効率的な水利用、非飲料水の活用、エネルギー効率、廃棄物管理、

建設資材の現地調達、輸入資材の活用に関連するその地域特有の問題を含む、特定の要因

に対応対処することが可能になる。 

アクティスは各地域が直面している環境リスクに照らして適切な不動産投資を目指して

おり、地域の特性を考慮した基準をとることで、現実的な投資評価を行うことができる。

西アフリカでは現在開発が進められている不動産が存続する期間に 7,000 万人の人々が都

市に流入すると推定されており、資源不足に対する懸念が高まる中、アクティスは持続的

に経済的価値を創出できるビルが必要だと考えている。そのためには、地域のニーズに見

合うグリーンビル基準を採用することが必要である。 

アクティスはグリーンスター認証を同社がガーナで進めているオフィス開発プロジェク

トであるワン・エアポート・スクエアに取り入れている。このビルはガーナで初、そして
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唯一のグリーンスター認証を受けた商業ビ

ルとなる見込みで、アクティスは星 4 の認

証取得を目指している。このビルは約

20,000平方メートルのグレード Aのオフィ

ススペースで、100%自家発電設備、国際基

準を満たす駐車施設、OAフロア、空調設備、

好デザインのロビーや共用スペースなどを

含む、優れた機械・電気・配管（MEP）シス

テムを備えている。 

 

ワン・エアポート・スクエアは同規模のビルに比べてエネルギー使用量が 40%尐なく、

運営コストや維持管理コストが安い。庇のある窓は日よけとなり、冷房に用いるエネルギ

ー・コストが削減されるほか、自動センサーを通じて必要な場所に高効率の照明が提供さ

れ、集中換気システムが熱を回収し、屋上に設置された貯蔵タンクに集められた雨水は飲

料水として再利用されている。しかも、ビルは自然光を最大限取り入れるよう設計されて

いる。また、コンクリートや鉄鋼などの資材を現地調達し、地域の業者を活用することに

より、周辺地域の社会及び経済的発展を促すほか、輸入資材のコスト削減に繋がっている。 

ガーナグリーンビルディング協会の設立により、国際的なグリーンビルの建設技術に関

する知識がガーナ人に承継される一方、現地の開発パートナーから開発用地に関する重要

な情報を得ることが可能になった。アクティスは、国際的なグリーン認証制度を基に、地

域の事情に見合う基準を開発することでこの地域におけるサステナブルなグリーンビルの

市場拡大につながると期待している。 

 

ベター・ビルディング・パートナーシップ - 英国における大手不動産オーナーとマ

ネジャー（PM/AM/FM）の協力関係 

ベター・ビルディング・パートナーシップ（BBP）はロンドンの主要商業用不動産オーナ

ーと関連団体により設立された組織で、ロンドン市長と大ロンドン庁の支援を受けている。

彼らは、ロンドンにおける既存商業ビルのサステナビリティを改善すると共に、2025年ま

でに CO2 排出量を 60%削減するというロンドン市長が掲げた目標を達成するためのソリュ

ーションの開発を目指している。 

BBPは 2007年 12月に発足し、ブラックストーン・グループ、ブリティッシュ・ランド・

カンパニー、カナリー・ワーフ、GEキャピタル・リアルエステート、グロブナー、ハマー

ソン、ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ、ハーミーズ、ランド・セキュリティ

ーズ、リーガル&ジェネラル・プロパティ、PRUPIM、クインタイン、ロンドン交通局、ワー

クスペース・グループが構成メンバーとなっている。 

BBP は様々なワーキンググループを通じてソリューションを開発しており、それぞれの
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ワーキンググループでは、不動産市場の直面している重要な問題に取り組み、問題解決に

向けたソリューションあるいはツールキットの開発を目指している。ワーキンググループ

は BBP の会員・準会員メンバー、業界団体、ソリューション開発に関与している企業で構

成されている。 

ワーキンググループは以下の通り： 

・ グリーンリース・ワーキンググループ – 2009 年 4 月に『グリーンリース・ツールキッ

ト』を作成・公表し、BBPメンバーや業界の間で幅広く用いられている。 

・ サステナビリティ・ベンチマーキング・ワーキンググループ – 2011 年 4月に『ベター・

メータリング・ツールキット』を作成・公表し、先進的な計測システムの導入によるメ

リットや現時点で利用可能な選択肢についてまとめたオーナーとテナントが相互理解す

る上で役立つガイドラインを提供している。ワーキンググループはまた、2009 年 11 月

に『サステナビリティ・ベンチマーキング・ツールキット』を作成し、商業用不動産の

エネルギー・パフォーマンスをベンチマーク化する上での留意点について概要をまとめ

た。 

・ サステナブル・レトロフィット・ワーキンググループ – 2011 年 5 月に『ロー・カーボ

ン・レトロフィット・ツールキット』を作成及・公表し、商業用不動産セクターにおい

て改修を行う加速させる上で障害となる問題点や、低炭素型の改修ロードマップを通じ

たソリューションについて概要をまとめた。 

・ プロパティ・エージェント・ワーキンググループ – 2011 年 3 月に『マネジング・エー

ジェンツ・サステナビリティ・ツールキット』を作成・公表し、オーナーが検討すべき

サステナビリティを高めるための様々なサービスを紹介し、不動産管理会社に対してこ

れらのサービスを提供することを求め、相互に理解する上で役立つ指針を示している。

さらに、ワーキンググループは 2012年 4月に、ビルの長所や短所に関する正確かつ明確

な情報を包括的に提供する売買・賃貸仲介会社向けの『トランザクショナル・エージェ

ンツ・サステナビリティ・ツールキット』を発行した。この実用的なツールキットを活

用することで、売買・賃貸仲介会社は商業用不動産のサステナビリティについて、顧客

に適切なアドバイスをできるようになる。 

・ オーナー・アンド・オキュパイヤー・ワーキンググループ – 商業用不動産オーナー向け

にグリーン・ビル管理ディング・マネジメント・グループの設立及び運営をサポートす

る『グリーン・ビルディング・マネジメント・ツールキット』を作成・公表した。14 
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結論 

国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）不動産ワーキンググループ（PWG）と

国連が支援する PRI（責任不動産投資）は、RPI を不動産投資のベストプラクティスに取

り入れることを目指している。この観点からすれば、業界における協力関係の拡大は歓迎

すべき動きで、この動きを持続させることは PRI 分野の発展にとって非常に重要である。 

 

投資家の観点からすれば、この様な協力関係はより良い RPI 戦略を構築し、実行する組織

的な能力を向上させる要因となる。また、この協力関係のレベルアップや革新を促し、業

界全体の ESG 投資パフォーマンスを改善すると共に、建築環境をよりサステナブルなもの

とすることにつながる。UNEP FI PWG は、この報告書で紹介したベストプラクティスに

関するケーススタディを通じ、RPI に対する関心と認知度が高まることを期待している。 
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buildings.html 

13．Pramerica Real Estate Investors と Pramerica Investment Management は

Prudential Investment Management の名前で資産運用業を行い、アメリカを主たるビジ

ネスの拠点とする Prudential Financial Inc.（Pramerica Financial）の間接子会社である。

Pramerica Financial はイギリスで設立された Prudential plc とは何ら関係がない。 

14．これらのツールキットはベター・ビルディング・パートナーシップのウェブサイトで

確認できる：http://www.betterbuildingspartnership.co.uk/ 

 

 

 

 

http://www.calpers.ca.gov/eip-docs/about/video-web-center/videos/pension-investments/mercer-study-allocation.pdf
http://www.calpers.ca.gov/eip-docs/about/video-web-center/videos/pension-investments/mercer-study-allocation.pdf
http://www.mercer.com/climatechange
http://gresb.com/content/GRESB-Report-20112.pdf
http://www.greenbuildingsalive.com/
http://www.banking-on-green.com/en/content/sustainability_projects_initiatives/green_buildings.html
http://www.banking-on-green.com/en/content/sustainability_projects_initiatives/green_buildings.html
http://www.betterbuildingspartnership.co.uk/
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UNEP FI 不動産ワーキング・グループ 

UNEP FI 不動産ワーキンググループの使命は、環境、社会、経済面における最良の結果を

実現するための不動産投資や管理における実践例を推奨していくことである。 

グループメンバー 

Actis, UK 

Aviva Investors (Aviva plc), UK 

Allianz Real Estate (Allianz SE), Germany 

AXA Real Estate Managers (AXA-Group Management Services), France 

Bentall Kennedy, USA & Canada 

BNP Paribas Real Estate Investment Services (BNP Paribas Fortis), France 

British Columbia Investment Management Corporation (bcIMC), Canada 

Caisse des dépôts, France 

CalPERS, USA 

Colonial First State Global Asset Management (Commonwealth Bank of Australia), 

Australia 

F&C REIT Asset Management, UK 

Infrastructure Leasing & Financial Services, India 

Investa Property Group, Australia 

Lend Lease, Australia 

Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation, Japan 

Portigon, Germany 

PRUPIM (Prudential plc), UK 

The Link REIT, Hong Kong 

Sumitomo Mitsui Trust Banking, Limited 

Sustainable Development Capital LLP, UK 

UBS Global Real Estate (UBS AG), Switzerland 

 

UNEP FI 

UNEP FI は UNEP と金融セクター間のグローバルなパートナーシップである。UNEP FI は、

環境、社会と金融パフォーマンスの連結を明らかにして、これを促進するために、UNEP FI

ステートメントに署名した 220 以上の金融機関、そして一定範囲のパートナー機関と緊密

に協働している。地域での取り組み、全体のワーク・プログラム、トレーニング活動及び

調査を通じて、UNEP FIは金融機関運営の全ての段階について、最良の環境配慮型かつ持続

可能性ある実践行動の適用を明確化し、促進し、実現させる使命を持っている。 

Email:property@unepfi.org 

Web:www.unepfi.org/property 



58 

 

 

本日本語版は、原文をもとに、以下の２社が翻訳*・監修をしたものです。 

 

 

 

*翻訳にあたっては、万全を期しておりますが、万が一、誤訳等がありましても責任は負いかねますので、

必ず原文(英文)も参照してください。 

 


