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「この度、世界最大、１兆ドル規模の年金積立金
を運用する我が国のＧＰＩＦ（年金積立金管理運
用独立行政法人）が、国連の責任投資原則に署名
しました。これは、持続可能な開発の実現にも貢
献することとなるでしょう。」

出典：持続可能な開発のための2030アジェンダを採択する国連サミット
安倍総理大臣ステートメント 2015年9月27日

ESG投資の潮流

≪日本版スチュワードシップ・コード≫

≪コーポレートガバナンス・コード≫
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世界最大の政府系ファンド、日本で不動産投資

「約100兆円の資産を運用する世界最大の政府系ファンド、

ノルウェー政府年金基金が日本で不動産投資を始める・・」

出典：上段は2015年10月8日付日本経済新聞朝刊より引用、下段はNorges Bank Investment ManagementのHPより抜粋

ESG投資の潮流

責任投資：われわれは、パートナーとなる運用会社が不動産運用
についての情報をGRESBに対して毎年提出することを求め、パート
ナーとの協働において、その情報をシステマティックに活用します。
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国連の責任投資原則（PRI）とGRESB

出典：Towers Watson資料を元に弊社が加筆して作成

＜世界の年金基金のPRI署名状況とGRESB ＞

運用資産総額

（百万ドル）

1 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF） 日本 1,221,501 ☑ ―

2 ノルウェー政府年金基金 ノルウェー 858,469 ☑ ☑

3 ABP（オランダ公務員年金） オランダ 415,467 ☑ ☑

4 National Pension Service 韓国 405,521 ☑ ―

5 Federal Retirement Thrift 米国 375,088 ― ―

6 CalPERS（カリフォルニア州職員退職年金基金） 米国 273,066 ☑ ―

7 Canada Pension Plan カナダ 206,173 ☑ ―

8 National Social Security 中国 205,168 ― ―

9 Central Provident Fund シンガポール 200,376 ― ―

10 PFZW オランダ 196,933 ☑ ☑

年金基金 国 PRI署名
GRESB
メンバー
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GRESB：2009年
• 欧州の公的年金が、ESG投資を不動産にも適用するために

GRESBを創設し、投資判断や投資家との対話に活用

• 環境規制強化とテナントの選好による不動産市場の二極化を想
定、ESG配慮が長期的な株主価値の向上に寄与するとの考え方

国連の責任投資原則（PRI）：2006年
• ESG （環境、社会、ガバナンス）の概念を資産運用に導入

• ESG配慮は受託者責任に反しないとの考え方

国連の責任投資原則（PRI）とGRESB
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GRESBのメンバー

投資家メンバー (51社)

出典：2015年GRESB調査レポート

不動産会社・運用機関メンバー (87社)• 欧州の公的年金から他地域・他業態
に拡大、日本からはDBJが参加
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GRESBのメンバー

パートナー (13)

アソシエイト・メンバー (28)

出典：2015年GRESB調査レポート

グローバル・アソシエイト・メンバー (3)
サポーター(10)
オーストラリア年金投資家協会(ACSI)
不動産外国人投資家協会(AFIRE)
不動産証券化協会(ARES)
デンマーク不動産協会(DPF)
日本サステナブル建築協会(JSBC)
オーストラリア不動産協会(PCA)
フィリピングリーンビルディング評議会(PHILGBC)
オーストラリア・アジア責任投資協会(RIAA)
シンガポールグリーンビルディング評議会(SGBC)
スウェーデン不動産連盟(SPF)

戦略的パートナー(3)

• GRESBは国連の責任投資原則（PRI）と戦略的パートナー契約を締結
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各種の環境認証・評価の位置づけ

会社
レベル

ポートフォリオ
レベル

資産レベル

• GRESBは会社・ポートフォリオレベルのESG評価指標

• CASBEE, LEED, DBJ GB認証などは資産レベルの総合的な環境性能認証

• BELSは省エネルギー性能に特化した認証
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• 総合的な環境性能認証：
エネルギー、水、資材・廃棄物、敷地、室内環境などを総合的に評価した認証

• 省エネルギー認証：
エネルギー性能に特化した認証

環境不動産とは

米国 英国 豪州 日本

総合的環境性能認証

省エネルギー認証

出典：図表は講演者が作成
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2015年GRESB調査結果 － 地域別参加者数

出典：2015年GRESB調査レポート

2009 2011 2012 2013 2014 2015

グローバル 198 340 455 543 637 707

日本 0 20 24 29 31 35

J-REIT 0 5 8 14 17 21

• グローバルの調査参加者は昨年より70増加し707に
• 日本からの参加者は35、J-REIT（21社）の参加率は時価総額ベースで60％
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上場：24 （24 社）

[うち、J-REIT： 21 （21 社）]

アクティビア・プロパティーズ投資法人

アドバンス・レジデンス投資法人

イオンモール株式会社

大和ハウス・レジデンシャル投資法人

大和証券オフィス投資法人

フロンティア不動産投資法人

GLP 投資法人

平和不動産リート投資法人

ヒューリック株式会社

産業ファンド投資法人

ジャパンエクセレント投資法人

日本ロジスティクスファンド投資法人

日本プライムリアルティ投資法人

日本リテールファンド投資法人

ケネディクス・オフィス投資法人

森ヒルズリート投資法人

非上場：11 （8 社）

DBJアセットマネジメント株式会社

グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株
式会社
グッドマングループ
グリーンオーク・リアルエステート
ケネディクス株式会社
ラサール不動産投資顧問株式会社
レッドウッド・グループ
株式会社ザイマックス不動産投資顧問

合計：35（32 社）

2015年GRESB調査日本からの参加者

注）複数ファンドで回答した会社があるため参加者数と社数が異なる

日本ビルファンド投資法人
日本プロロジスリート投資法人
オリックス不動産投資法人
プレミア投資法人
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人
東京建物株式会社
東急リアル・エステート投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人

（英語表記でのアルファベット順、緑字は2015年から日本市場に新規参加）

出典：2015年GRESB調査レポート
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GRESB評価項目の概要

１．マネジメント

• 会社の「マネジメントと方針」と、ポートフォリオにおける「実行と計測」の2軸
• ESG全般にまたがる8分野、約50の評価項目

マネジメントと方針 (MP)
実行と計測 (IM)

２．ポリシーと開示

３．リスクと機会

４．モニタリングと環境管理システム

６．グリーンビル認証

７．ステークホルダーとの関係構築（エンゲージメント）

（８．新規開発と大規模改修）

30%
70%

8.7%
10.2%
11.6%
9.5%

23.6%
10.9%
25.5%

0.0%

GRESBの2軸

サステナビリティ分野

５．パフォーマンス指標

スコア配分

スコア配分

出典：2014年GRESB調査レポート
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GRESB評価項目の詳細

１．マネジメント

２．ポリシーと開示

３．リスクと機会

４．モニタリングと環境管理システム

６．グリーンビル認証

７．ステークホルダーとの関係構築（エンゲージメント）

８．（新規開発と大規模改修）

サステナビリティに係る会社の目標／ビジネス戦略への組み込み／組織体制 等

環境・ステークホルダー関連のポリシー制定／投資家等への開示方法 等

贈賄・汚職防止／サステナビリティ・リスク評価／省エネ診断／エネルギー・水使用効率の向上施策 等

環境管理システム（EMS）とデータ管理システムの活用／エネルギー・水消費のモニタリング手法

グリーンビル認証（総合的環境性能認証と省エネルギー格付）の取得比率

従業員： 従業員研修・満足度調査／労働安全衛生調査

テナント： テナントとの協働プログラム／グリーンリース

PM・サプライヤー： PM等向けサステナビリティ基準・モニタリング方法

コミュニティ： コミュニティ関与プログラム

５．パフォーマンス指標

エネルギー・温室効果ガス・水・廃棄物のデータ収集／実績／目標設定
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2015年GRESB調査結果 － 地域別比較

出典：2015年GRESB調査レポート、2015年ARESレポート（非公開）を元に弊社にて作成

日本(2015)

• 日本からの参加者の平均スコアは大幅に上昇、多数がグリーンスターを取得

日本(2013)

日本(2014)

グリーンスター

グリーンウォークグリーンスターター

グリーントーク
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2015年GRESB調査結果 － 分野別比較

( ) 内は昨年のスコア

• 日本の平均スコアは全体的に昨年より上昇

• グリーンビル認証分野は大きく進展したが、グローバル平均には及ばず

分野
グローバル 日本

平均 平均

マネジメント 78  (69) 86  (70)

ポリシーと開示 66  (58) 68  (57)

リスクと機会 69  (61) 77  (60)

モニタリングと環境管理システム 59  (54) 69  (58)

パフォーマンス指標 40  (32) 54  (33)

グリーンビル認証 35  (30) 32  (17)

ステークホルダーとの関係構築
（エンゲージメント）

58  (45) 60  (42)

出典：2015年GRESB調査レポート、2015年ARESレポート（非公開）を元に弊社にて作成
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• 日本の参加者では既存ビル版の認証（CASBEE-不動産,DBJ等）取得が進展

グリーンビル認証（総合的環境性能認証）

出典：2015年ARESレポート（非公開）を元に弊社にて作成
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なぜ環境不動産が求められているのか？

建築・不動産セクター（業務部門と家庭部門）からのCO２排出は

全体の4割近くで、増え続けている・・・

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターHP

0
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200

300
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500

600

1990 1995 2000 2005 2010

（百万トン）

（年度）

日本の部門別

二酸化炭素排出量の推移

産業部門

運輸部門 業務その他部門

家庭部門

エネルギー転換部門
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政府の環境不動産推進政策 - シンガポールの例

環境不動産マスタープランの進展

• 2005年：BCA Green Markを導入

• 2006年：新築ビルを対象とした第1次GBMP公表

• 2009年：既存ビルを対象とした第2次GBMP公表

• 環境不動産の件数は、2005年の17から2014年1月現在1,750（全体の21%）に急増

• 2030年には全体の80%を環境不動産化する目標

• 2014年：テナントとの関係構築を主眼とした第3次GBMP公表
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エンパイア･ステート･ビルディング

• LEED ゴールド（既存ビル版）取得

• エネルギーコスト削減: 38%（年$4.4mm)

・冷却装置の更新

・ビルシステム制御の調整

・昼光利用

・窓ガラスの2重化など

• 改修後、賃料水準が2倍に上昇

既存ビルの環境不動産化の例

出典: Jones Lang LaSalle社資料
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省エネルギー格付

• 省エネルギー格付は、グローバルでは71％が取得し、総合的環境性能認証
よりもさらに普及

• 日本では国交省のBELSなどが創設され、調査参加者の取得率は11％から
36％に大幅上昇したが、床面積ベースではまだ僅か

出典：2015年ARESレポート（非公開）を元に弊社にて作成
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省エネルギー格付と各国の政策

出典：撮影は講演者

• 米国：多くの自治体でエネジースター
によるベンチマーキングと報告義務

• 英国：EPCによる評価を義務化するだ

けでなく、一定以下の評価のビルは
2018年以降賃貸することが違法に

• 豪州：NABERSエネルギーでの一定以

上の評価が政府系機関の入居の条件、
またテナント募集広告への表示義務化

各国では省エネルギー格付を環境不動産の普及政策のツールとして活用

• 日本：不動産の売買・賃貸時にBELSな
どによる省エネ性能表示の努力義務が
法制化、都のカーボンレポートも開始
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グリーンリース

• グリーンリースとは、

「ビルオーナーとテナント

が省エネ・環境配慮を推進

するWin-Winの契約」

• グリーンリースの導入は、

グローバルの60％ (2014年: 
43％)に対し、日本でも今年

は36%が回答 (2014年:Ｎ/A )

• 改修コストの分担が先行し、

運用改善のグリーンリース

はこれから

グリーンリースに含まれている条項

出典：2015年ARESレポート（非公開）を元に弊社にて作成
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解決策：グリーンリースによる動機の一致＝Win-win

• 省エネ効果の一定額をテナントがグリーンリース料として
オーナーに還元することで投資が可能に

環境不動産にはなぜグリーンリースが必要か？

光熱費

光熱費

テナントが負担する
グリーンリース料

改修を伴うグリーンリースにおけるテナントの費用削減効果（イメージ）

テナントの
費用削減効果

グリーンリース導入前 グリーンリース導入後
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グリーンリースのメリット

光熱費の削減

物件の競争力・
資産価値向上

企業のCSR
効果

維持管理コスト
の削減

職場環境の
改善

従業員の健康・
生産性の向上

CO2排出量削減
(環境法令対応)



24
©CSRデザイン環境投資顧問㈱

• 豪州・英国などでは、「グリーンリース・ガイド」の作成により普及

• 日本でも来年3月に向けて国土交通省を中心にガイドを策定中

グリーンリースに係る各国の取組み
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日本でもグリーンビル認証と経済的価値の関連性を示す分析結果

立地、規模、築年などの影響を取り除いたうえで、平均賃料は

• CASBEEビルの方が3.6%高い
（スマートウェルネスオフィス研究委員会）

• 認証ビル（CASBEE, CASBEE-不動産, DBJ, SMBC）の方が4.4%高い
（ザイマックス不動産総合研究所）

環境性能の不動産価値への反映



26
©CSRデザイン環境投資顧問㈱

環境不動産とキャップレート

26出典：2011年3月東京都環境局調査（弊社が受託して実施）

＜環境情報が投資判断に与える影響＞

環境性能により、キャップレートにも影響があるとの調査結果も
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GRESBとREITのリターンの相関

• ケンブリッジ大学の研究により、
GRESBのスコアとREITのリターン
に正の相関があるとの分析結果

• 2011年～2014年にGRESB調査に参加

した延べ442社のデータを分析

• GRESBスコアはREITのROA・ROEや
リスク調整後株式リターンと正の相関

• 特にパフォーマンス指標など「実行と

計測」の軸の相関が高い

出典：CARBON WAR ROOM “Building Returns – Investing in Sustainability Pays Off”
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まとめ

• 「ESG投資」が日本においても大きな潮流に

• 日本版スチュワードシップ・コード

• コーポレートガバナンス・コード

• GPIFのPRI署名

• GRESBは「不動産のESG投資」の指標として国内外で普及

• 不動産会社・ポートフォリオ単位のESG指標

• 機関投資家が投資判断と投資家との対話に活用

• 環境不動産普及に向けた日本国内の動きが活発化

• 既存ビル認証と省エネルギー格付の普及開始

• グリーンリースの推進

• 環境不動産の経済効果分析→鑑定評価への反映？
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堀江 隆一

CSRデザイン環境投資顧問株式会社

代表取締役社長

不動産投資運用の環境・サステナビリティ配慮に係る助

言や環境不動産に関する公的な調査業務を行うCSRデザ

イン環境投資顧問株式会社の代表取締役社長。以前は

日本興業銀行、メリルリンチ証券、ドイツ証券に合計22年
間勤務し、ドイツ証券ではマネージング・ディレクターとし

て再生可能エネルギーファンド等を含むストラクチャード・

ファイナンス業務を統括。

東京大学法学部卒、カリフォルニア大学バークレー校

MBA、LEED AP、CASBEE不動産評価員、桜美林大学大学

院非常勤講師、国土交通省「環境不動産普及促進検討

委員会」委員・ワーキンググループ長、環境省「グリーン

投資促進のための情報開示及び評価の在り方に関する

検討会」委員、国連責任投資原則(PRI)日本ネットワーク

不動産ワーキンググループ議長など。

講師の紹介

CSRデザイン環境投資顧問株式会社

当社は、不動産投資・運用のサステナビリティ面に特化した

コンサルティング会社です。

社名のCSRは「Corporate Social Responsibility（企業の社会的

責任）」の略であると同時に、「Catalyst for Sustainability and 
Responsibility （サステナビリティと責任（投資）を推進する触

媒）」でありたいとの意味が込められています。当社のミッシ

ョンは、「環境・サステナビリティ」に配慮した「不動産・まちづ

くり」を「金融・投資」の推進力によって実現することです。

当社は、欧州の主要年金基金が中心となって設立された

グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク（GRESB）
の日本市場アドバイザーを務めております。また、国や地方

自治体などの公的セクターから、建築・不動産セクターの低

炭素・環境配慮政策に係る調査・提言業務を継続的に受託

しております。

電話: 03-5213-4830
E-mail: gia@csr-design.com

mailto:gia@csr-design.com
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