VIEWPOINT

環境配慮型不動産に対する
金融機関としての考え方・取組み
伊藤雅人［住友信託銀行］
誤解を恐れずに言えば、メーカーなどと異なり、ファイナンスサイドからの環境に配慮した取組みと言われてもイメージが沸きにくい。
まして、そこに市場性が認められないことには彼らのビジネスとして大きな動きにはなり得ないのかもしれない。しかし本稿で紹介する
住友信託銀行の先進的な取組みは、まさに「環境配慮」と「経済合理性」を両立させようというものであり、不動産投資市場に関わる
プレーヤーにとっても示唆に富むものと思われる。
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国の規制が及ばず民間の自由意思に

れる
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になるものと考えられる。
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るコンサルティングも必要な機能にな

［図表］環境問題ジャンルごとの金融商品創造（住友信託銀行エコ・トラスチューションの例）
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★1−日本は京都議定書において2008年〜12年の第1約
束期間内に90年比6％の温暖化ガスの削減を義務付けられ
ているのに対し、オフィスビルを含む
「業務その他部門」
の
「住宅部門」
CO2排出量は90年から05年の間に約45％上昇、
も約37％上昇していること。
★2−2005年東京不動産鑑定士協会10周年記念論文最
優秀賞
『不動産に関する
「環境付加価値」
の検討』
（伊藤雅人）

http://www.tokyo-kanteishi.or.jp/sonota/rep10th/itou_
main.pdf
★3― 国土交通省主導のもとに開発された建築物総合環
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★4―「賃貸収益不動産
業者
（ビルオーナー、テナント）
連携型省エネルギーモデル
事業」
（FS事業）
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http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/181214_2/
besshi1.pdf
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