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GRESB リアルエステイト開示評価設問 
 
開示の方法 
 
D1 単体のサステナビリティ報告書でのサステナビリティ実績の開示 
 

 【はい】 
 

報告対象年   
 

報告のレベル 
 貴社/ファンド 
 グループ 

 
 以下のフレームワークに準拠しています。 
 ANREV サステナビリティ報告ガイドライン，2016 
 EPRA サステナビリティ・ベストプラクティス・レコメンデーション, 2017 
 GRI スタンダード, 2016 
 IIRC フレームワーク, 2013 
 INREV サステナビリティ報告レコメンデーション，2016 
 PRI 報告フレームワーク，2018 
 SASB スタンダード, 2018 
 TCFD 最終報告書, 2017 
 その他（具体的に）   

 
 第三者による検証または保証を受けています。 
 検証 
 保証 

 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 

 【いいえ】 
 
5 点、MP、G 
 

設問の意図 
本設問の意図は、貴社/ファンドの情報開示の方法を評価するとともに、開示が認知されたサス

テナビリティ報告フレームワークに準拠しているか、第三者による保証を受けているかを検証す

ることです。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、該当する全ての回答肢を選択し、情報

が開示されている場所を記載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 
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サステナビリティ報告フレームワークへの準拠：サステナビリティレポートが準拠しているサステ

ナビリティ報告フレームワークを選択してください。 

検証プロセスに際して有効とみなされるには、レポート中で当該 ESG 基準への言及がなけれ

ばなりません。また、準拠/参照などの準拠レベルをハイパーリンク下部の自由記述欄に記載し

てください（例: GRI スタンダード, 準拠（中核・包括））。 
 ANREV サステナビリティ報告ガイドライン：アップロードされる裏付資料には、アジア非上

場不動産投資家協会（ANREV）サステナビリティ・ガイドラインフレームワークへの準拠が示

されていなければなりません。 
 ERPA サステナビリティ・ベストプラクティス・レコメンデーション：アップロードされる裏付資

料には、欧州上場不動産協会（EPRA）サステナビリティ・ベストプラクティス・レコメンデーシ

ョン (sBPR) フレームワークへの準拠が示されていなければなりません。 
 GRI スタンダード：アップロードされる裏付資料には、GRI スタンダードフレームワークへの

準拠が示されていなければなりません。 
 IIRC フレームワーク：アップロードされる裏付資料には、国際統合報告評議会（IIRC）の国

際統合報告フレームワーク（2013 年 12 月）への準拠が示されていなければなりません。 
 INREV サステナビリティ報告レコメンデーション：アップロードされる裏付資料には、欧州

非上場不動産投資家協会（INREV）サステナビリティ・ベストプラクティスガイドライン（2016）
への準拠が示されていなければなりません。 

 PRI 報告フレームワーク：アップロードされる裏付資料には、PRI 報告フレームワーク

（2018）への準拠が示されていなければなりません。 
 SASB スタンダード:  アップロードされる裏付資料には、米国サステナビリティ会計基準審

議会（SASB）の SASB スタンダード（2018 年 10 月）への準拠が示されていなければなりま

せん。 
 TCFD 最終報告書:  アップロードされる裏付資料には、気候関連財務情報開示タスクフォ

ースの TCFD 最終報告書（2018 年）への準拠が示されていなければなりません。 

報告のレベル：該当する報告のレベルを選択してください。通常、上場不動産会社および

REIT の場合は、「貴社/ファンド」（上場/投資可能ビークルなど）となります。 
 貴社/ファンド：貴社/ファンドに特に関連するもの。貴社/ファンドとは、本 GRESB 評価に回

答を提出する投資可能ポートフォリオとして定義されます。 
 グループ：貴社/ファンドが一部を構成する、企業グループに関するもの。 

報告対象年：報告対象の年を記載してください。2019 年（会計年度または暦年）以降の年であ

ることが必要です。 

第三者による検証または保証：そのレポートが、ESG 関連の保証・検証スキームを使って第三

者検証・保証を受けているかどうかを回答してください。 

検証プロセスに際して有効とみなされるには、レポート中に、「検証」または「保証」に関する意

見表明が掲載され、ESG データのレビューを行った第三者ならびに保証・検証スキームの名

称を記載してください。 

ESG 保証・検証スキームの一般的な例として、ISAE 3000 が挙げられます。リアルエステイト評

価のリファレンスガイドにある Appendix 6 を参照ください。 
 
スコアリング 

得点は、(1) サステナビリティ報告フレームワークへの準拠、ならびに(2) ESG データの保証・検

証が開示されているかどうかに基づいて付与されます。 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
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語句説明 
保証された（Assured）：データの確認プロセスであると共に、所定の基準・標準に対する体系

立てられた、独立した、文書化されたプロセスを通した関連データ収集方法・管理システムの

確認プロセスでもあります。保証は、公認監査人のみによって提供されます。 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

単体のサステナビリティ報告書（Stand-alone sustainability report）：貴社/ファンドのサステナ

ビリティまたは ESG に関する実績に特化した報告書。 
 

サステナビリティに関する実績（Sustainability performance）：環境（environmental）、社会

（social）、ガバナンス（governance）（合わせて ESG）に関する管理、実践、実績の指標。 

検証された（Verified）：データの確認プロセスであると共に、所定の基準・標準に対する体系

立てられた、独立した、文書化されたプロセスを通した収集方法・管理システムの確認プロセス

でもあります。検証は、幅広い分野の認定プロフェッショナルによって行われます。 
 
参考資料 

ANREV Sustainability Reporting Guidelines 
EPRA Best Practice Recommendations in Sustainability Reporting, September 2017 
GRI Sustainability Reporting Guidelines, 2016：202-1; 205-3; 308-2 
IIRC Integrated Reporting Framework, 2013 
INREV Sustainability Best Practice Guidelines (2016) 
SASB, 2018 
TCFD, 2018 
UN PRI Reporting Framework, 2018 

 
 
D2.1 アニュアル・レポートのセクションでのサステナビリティ実績の開示 

 
 【はい】 

 
報告対象年   

 
報告のレベル 
 貴社/ファンド 
 グループ 

 
 以下のフレームワークに準拠しています。 
 ANREV サステナビリティ報告ガイドライン，2016 
 EPRA サステナビリティ・ベストプラクティス・レコメンデーション, 2017 
 GRI スタンダード, 2016 
 IIRC フレームワーク, 2013 
 INREV サステナビリティ報告レコメンデーション，2016 
 PRI 報告フレームワーク，2018 
 SASB スタンダード, 2018 
 TCFD 最終報告書, 2017 
 その他（具体的に）   
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 第三者による検証または保証を受けています。 
 検証 
 保証 
 

情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
5 点、MP、G 
 

（D2.1 と D2.2 の得点は 5 点を上限として合計されます。） 
 
設問の意図 

本設問の意図は、貴社/ファンドの情報開示の方法を評価するとともに、開示が認知されたサス

テナビリティ報告フレームワークに準拠しているか、第三者による保証を受けているかを検証す

ることです。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、該当する全ての回答肢を選択し、情報

が開示されている場所を記載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

サステナビリティ報告フレームワークへの準拠：サステナビリティレポートが準拠しているサステ

ナビリティ報告フレームワークを選択してください。 

検証プロセスに際して有効とみなされるには、レポート中で当該 ESG 基準への言及がなけれ

ばなりません。また、準拠/参照などの準拠レベルをハイパーリンク下部の自由記述欄に記載し

てください（例: GRI スタンダード, 準拠（中核・包括））。 
 ANREV サステナビリティ報告ガイドライン：アップロードされる裏付資料には、アジア非上

場不動産投資家協会（ANREV）サステナビリティ・ガイドラインフレームワークへの準拠が示

されていなければなりません。 
 ERPA サステナビリティ・ベストプラクティス・レコメンデーション：アップロードされる裏付資

料には、欧州上場不動産協会（EPRA）サステナビリティ・ベストプラクティス・レコメンデーシ

ョン (sBPR) フレームワークへの準拠が示されていなければなりません。 
http://www.epra.com/application/files/3315/0456/0337/EPRA_sBPR_Guidelines_2017.pdf 

 GRI スタンダード：アップロードされる裏付資料には、GRI スタンダードフレームワークへの

準拠が示されていなければなりません。 
 IIRC フレームワーク：アップロードされる裏付資料には、国際統合報告評議会（IIRC）の国

際統合報告フレームワーク（2013 年 12 月）への準拠が示されていなければなりません。 
 INREV サステナビリティ報告レコメンデーション：アップロードされる裏付資料には、欧州

非上場不動産投資家協会（INREV）サステナビリティ・ベストプラクティスガイドライン（2016）
への準拠が示されていなければなりません。 

 PRI 報告フレームワーク：アップロードされる裏付資料には、PRI 報告フレームワーク

（2018）への準拠が示されていなければなりません。 
 SASB スタンダード:  アップロードされる裏付資料には、米国サステナビリティ会計基準審

議会（SASB）の SASB スタンダード（2018 年 10 月）への準拠が示されていなければなりま
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せん。 
 TCFD 最終報告書:  アップロードされる裏付資料には、気候関連財務情報開示タスクフォ

ースの TCFD 最終報告書（2018 年）への準拠が示されていなければなりません。 
 
報告対象年：報告対象の年を記載してください。2019 年（会計年度または暦年）以降の年であ

ることが必要です。 

第三者による検証または保証：そのレポートが、ESG 関連の保証・検証スキームを使って第三

者検証・保証を受けているかどうかを回答してください。 

検証プロセスに際して有効とみなされるには、レポート中に、「検証」または「保証」に関する意

見表明が掲載され、ESG データのレビューを行った第三者ならびに保証・検証スキームの名

称を記載してください。 

ESG 保証・検証スキームの一般的な例として、ISAE 3000 が挙げられます。リアルエステイト評

価のリファレンスガイドにある Appendix 6 を参照ください。 
 
スコアリング 

得点は、(1) サステナビリティ報告フレームワークへの準拠、ならびに(2) ESG データの保証・検

証が開示されているかどうかに基づいて付与されます。 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 

まず、D2.1と D2.2 がベンチマークされて個別に採点されます。次に、これら 2つの得点が 5点
を上限として合計されます。 

 
語句説明 

アニュアル・レポート（Annual Report）：適用される財務報告規制の下で投資家に配布され

る、組織の財務状況の年次報告書。 

これは 10-k でも構いません。 

保証された（Assured）：データの確認プロセスであると共に、所定の基準・標準に対する体系

立てられた、独立した、文書化されたプロセスを通した関連データ収集方法・管理システムの

確認プロセスでもあります。保証は、公認監査人のみによって提供されます。 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

サステナビリティに関する実績（Sustainability performance）：環境（environmental）、社会

（social）、ガバナンス（governance）（合わせて ESG）に関する管理、実践、実績の指標。 

検証された（Verified）：データの確認プロセスであると共に、所定の基準・標準に対する体系

立てられた、独立した、文書化されたプロセスを通した収集方法・管理システムの確認プロセス

でもあります。検証は、幅広い分野の認定プロフェッショナルによって行われます。 
 
参考資料 

ANREV Sustainability Reporting Guidelines 
EPRA Best Practice Recommendations in Sustainability Reporting, September 2017 
GRI Sustainability Reporting Guidelines, 2016：202-1; 205-3; 308-2 
IIRC Integrated Reporting Framework, 2013 
INREV Sustainability Best Practice Guidelines (2016) 
SASB, 2018 
TCFD, 2018 
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UN PRI Reporting Framework, 2018 
 
 
D2.2 統合報告書でのサステナビリティ実績の開示  
 

 【はい】 
 

報告対象年   
 

報告のレベル 
 貴社/ファンド 
 グループ 

 
第三者による検証または保証を受けています。 
 検証 
 保証 

 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
5 点、MP、G 
 

（D2.1 と D2.2 の得点は 5 点を上限として合計されます。） 
 
設問の意図 

本設問の意図は、貴社/ファンドの情報開示の方法を評価するとともに、開示が認知されたサス

テナビリティ報告フレームワークに準拠しているか、第三者による保証を受けているかを検証す

ることです。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、該当する全ての回答肢を選択し、情報

が開示されている場所を記載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

報告対象年：報告対象の年を記載してください。2019 年（会計年度または暦年）以降の年であ

ることが必要です。 

第三者による検証または保証：そのレポートが、ESG 関連の保証・検証スキームを使って第三

者検証・保証を受けているかどうかを回答してください。 

検証プロセスに際して有効とみなされるには、レポート中に、「検証」または「保証」に関する意

見表明が掲載され、ESG データのレビューを行った第三者ならびに保証・検証スキームの名

称を記載してください。 

ESG 保証・検証スキームの一般的な例として、ISAE 3000 が挙げられます。リアルエステイト評

価のリファレンスガイドにある Appendix 6 を参照ください。 
 
スコアリング 

得点は、(1) サステナビリティ報告フレームワークへの準拠、ならびに(2) ESG データの保証・検
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証が開示されているかどうかに基づいて付与されます。 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 

まず、D2.1と D2.2 がベンチマークされて個別に採点されます。次に、これら 2つの得点が 5点
を上限として合計されます。 

 
語句説明 

保証された（Assured）：データの確認プロセスであると共に、所定の基準・標準に対する体系

立てられた、独立した、文書化されたプロセスを通した関連データ収集方法・管理システムの

確認プロセスでもあります。保証は、公認監査人のみによって提供されます。 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

統合報告書（Integrated Report）：国際統合報告評議会（IIRC）の国際統合報告フレームワー

ク（2013 年 12 月）の要件に準拠する報告書。 

サステナビリティに関する実績（Sustainability performance）：環境（environmental）、社会

（social）、ガバナンス（governance）（合わせて ESG）に関する管理、実践、実績の指標。 

検証された（Verified）：データの確認プロセスであると共に、所定の基準・標準に対する体系

立てられた、独立した、文書化されたプロセスを通した収集方法・管理システムの確認プロセス

でもあります。検証は、幅広い分野の認定プロフェッショナルによって行われます。 
 
参考資料 

EPRA Best Practice Recommendations in Sustainability Reporting, September 2017 
GRI Sustainability Reporting Guidelines, 2016：202-1; 205-3; 308-2 
IIRC Integrated Reporting Framework, 2013 

 
 
D3 ウェブサイトの専用セクションでのサステナビリティ実績の開示 
 

 【はい】 
 

報告のレベル 
 貴社/ファンド 
 グループ 
 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   
 

 【いいえ】 
 
3 点、MP、G 
 

設問の意図 
本設問の意図は、貴社/ファンドの情報開示の方法を評価することです。ウェブサイト上での

ESG 情報開示は、様々なステークホルダーから簡単にアクセスできます。 
 
回答の要件 
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「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

貴社/ファンド/グループの ESG 分野への関与や取組みがウェブサイトの専用セクションで開示

されていれば、得点が付与されます。 

報告のレベル：該当する報告のレベルを選択してください。通常、上場不動産会社および

REIT の場合は、「貴社/ファンド」（上場/投資可能ビークルなど）となります。 
 貴社/ファンド：貴社/ファンドに特に関連するもの。貴社/ファンドとは、本 GRESB 評価に回

答を提出する投資可能ポートフォリオとして定義されます。 
 グループ：貴社/ファンドが一部を構成する、企業グループに関するもの。 

 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

ウェブサイトの専用セクション（Dedicated section on the corporate website）：ESG に関する

実績を明確に開示しているウェブサイトの専用欄。 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

サステナビリティに関する実績（Sustainability performance）：環境（environmental）、社会

（social）、ガバナンス（governance）（合わせて ESG）に関する管理、実践、実績の指標。 
 
 
D4 ESG のリーダーシップ基準や原則へのコミットメントの表明 
 

 【はい】 
 

以下より、選択してください。（複数回答可） 
 Climate Action 100+ 
 気候変動に関するグローバルな投資家グループ（AIGCC、Ceres、IGCC、IIGCC など） 
 国際労働機関（ILO）基準 
 モントリオール・カーボン・プレッジ 
 OECD 多国籍企業ガイドライン 
 PRI 署名 
 RE 100 
 企業版 2℃目標イニシアティブ（SBTi） 
 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD） 
 国連環境計画 金融イニシアティブ（UNEP FI） 
 国連グローバルコンパクト（UNGC） 
 国連持続可能な開発目標（SDGs） 
 世界グリーンビルディング協会（WGBC）のネットゼロ・カーボン・ビルディング・コミットメント 
 その他（具体的に）＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
該当箇所がどこかを記載してください。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

 【いいえ】 
 
 

設問の意図 
本設問では、ESG のリーダーシップ基準や原則に対する貴社/ファンドのコミットメントの状況を

評価します。ESG のリーダーシップ基準や原則に対するコミットメントによって、貴社/ファンドは

ESG へのコミットメントを公に実証し、幅広く受容されている組織の基準やフレームワークを採

用することになります。それと同時に、この基準やフレームワークに準拠する義務を負うことにな

る場合もあります。 

 
回答の要件 

「はい」または「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、該当する全ての回答肢も選択して

ください。 
裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です 
 
スコアリング 

この指標はスコアリングされず、報告目的でのみ使用されます。 
 
語句説明 

Climate Action 100+（Climate Action 100+）：世界最大規模の温室効果ガス排出事業者が

適切な気候変動対策を実施することを目指す投資家イニシアティブ。「システム上重要な温室

効果ガス排出者」として世界の年間排出量の 2/3 を占める 100 社と、クリーンエネルギーへの

移行を促進する大きなビジネス機会があるとされる 60 社の企業がエンゲージメント対象に選定

されています。 
ESG のリーダーシップ基準や原則（ESG leadership standards and/or principles）：一般的

に認知された国際政府機関の基準、原則、フレームワーク、イニシアティブであり、公的に署

名・賛同することなどを含みます。これらの基準は、特定集団の商業的利益から独立した形で

運営されています。また、ESG を推進するための国際的なフレームワークに沿って定義されて

おり、各々の基準に準拠する義務や責務も伴います。 
気候変動に関するグローバルな投資家グループ（Global Investor Coalition on Climate 
Change）：気候変動や気候関連政策に対する投資家の関心・関与を高めるため、世界 4 つの

地域団体で設立された連合。2012年に発足した GICは、低炭素投資の実践、気候変動のリス

クと機会に対する企業行動、パリ協定の目標を支持する国際政策の推進に向け、投資家と各

国政府の対話を促すグローバルプラットフォームとなっています。 
国際労働機関（ILO）基準（International Labour Organization (ILO) Standards）：国際労働

基準は、ILO のメンバー（政府、雇用主、労働者）によって制定された一連の法的手段であり、

職場での基本原則や権利について規定しています。 
モントリオール・カーボン・プレッジ（Montreal Pledge）：責任投資原則（PRI）および国連環境

計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）により支持されるこの誓約は、ポートフォリオの二酸化炭

素排出量を毎年測定・公表するという投資家のコミットメントとして位置づけられます。 
OECD 多国籍企業行動指針（OECD - Guidelines for multinational enterprises）：OECD 加

盟国内外で運営される多国籍企業に対する各国政府の勧告。準拠法や国際的に認知された

基準に基づくグローバルな文脈での責任ある企業行動に向け、拘束力のない原則や基準を
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定めています。 
PRI（PRI）：PRIは責任投資 6原則の実践に向け、署名者の国際的なネットワークと連携してい

ます。環境、社会、ガバナンスの課題が投資に与える影響を把握するとともに、加盟国がこれら

の課題を投資や所有の意思決定に織り込めるように支援することがその目標です。 
RE 100（RE 100）：再生可能エネルギー電力 100%に取り組む企業が参加するグローバルな

イニシアティブであり、再生可能エネルギーの需要・供給の大幅増に向けた取組みを進めてい

ます。RE100 の運営は、The Climate Group が CDP とのパートナーシップのもとで行っていま

す。 
SBT イニシアティブ（Science Based Targets initiative）：CDP、国連グローバルコンパクト、世

界資源研究所（WRI）、世界自然保護基金（WWF）による共同イニシアティブ。企業が GHG 排

出削減に向け、科学的根拠に基づいた目標を設定できるよう支援を行っています。 
気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures）：企業が、投資家、融資元、保険会社、その他のステークホルダーに対して、気

候関連財務リスクを自主的かつ一貫して開示するように促す民間主導のタスクフォース。 
国連環境計画金融イニシアティブ（UN Environment Programme Finance Initiative）：サステ

ナブルな金融の推進に取り組む国連環境計画とグローバル金融セクターとのパートナーシッ

プ。 

国連グローバルコンパクト（UN Global Compact）：サステナビリティの普遍的な原則の実践

や、国連目標達成への対策実施に向けた CEO のコミットメントに根差した自主的なイニシアテ

ィブ。 
国連持続可能な開発目標（UN Sustainable Development Goals）：貧困に終止符を打ち、地

球を保護し、すべての人が平和と豊かさを享受することを目指すための行動への普遍的な呼

びかけ。17 の目標は、その達成に向けて 15 カ年計画を定めた「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」の一部として、2015 年に国連加盟国の全会一致によって採択されました。 

世界グリーンビルディング協会（WGBC）のネット・ゼロカーボン・ビルディング・コミットメント

（WorldGBC’s Net Zero Carbon Buildings Commitment）：企業、都市、州、地域に対し、

2030 年までにポートフォリオ運営における二酸化炭素排出量ネット・ゼロを実現、また 2050 年

までにすべてのビルのネット・ゼロ運営を求めるもの。 

 

参考資料 
Climate Action 100 
UNPRI, PRI Reporting Framework, 2018  
UN Global Compact Principles, 2000  
UN Sustainable Development Goals 
UNEP Finance Initiative Statement, 1992 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2015 
International Labour Organization, International Labour Organization Standards, 2014  
OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

 
 
 
 
  

http://www.climateaction100.org/
https://www.unpri.org/download?ac=1451
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.unepfi.org/about/unep-fi-statement/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/lang--en/index.htm
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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サステナビリティのガバナンス 
 
D5 環境面に関する具体的な目標 

 
 【はい】 

 
該当する項目を選択してください。 
 測定可能 
 期限が設定されている 
 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
1.5 点、MP、G 
 

設問の意図 
環境に関する具体的な目標を開示することにより、投資家その他のステークホルダーに対し

て、貴社の戦略にESGが組み込まれており、貴社が環境に関する負の外部性の低減に取り組

んでいることを周知します。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

環境に関する具体的な目標の開示には、少なくとも下記の内容が含まれていることが必要で

す。 
 環境に対してプラスに作用しようとする企業としての明確な意図 

回答された目標が ESG 一般を対象とし、環境に関する具体的な内容を含まない場合、得点は

付与されません。 

例としては、エネルギー消費や GHG排出の削減に向けた具体的な目標、グリーンビル認証取

得に関する目標、生物多様性の推進対策などが挙げられます。環境に関する目標開示の好

事例には、以下の要素が含まれることが多くなっています。 
 明確な目標と目標水準、ならびにこれらに対する進捗状況 
 目標に伴う要素で、期間が設定されたもの 
 環境に関する目標が財務目標とどの程度統合されているのかについての説明 

 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 
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環境に関する具体的な目標（Environmental objectives）：環境ポリシーに由来する環境全般

に関するゴールであり、組織が自ら達成を目指すもの。これらの目標は定量化が可能であると

ともに、組織の目標に関連付けられることが必要です。逆に言うと、環境に関する目標に基づ

き、その達成に必要なパフォーマンス要件である目標水準が設定されます。 

測定可能な（Measurable）: 定量的なゴールまたは戦略的な開発に関する ESG 目標 

期限が設定された（Timebound）: 期間が決められており、ゴールに向けたモニタリングや進捗

確認が可能な目標 
 
参考資料 

EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, 3rd version, (September 
2017）：5.7, Analysis 
SASB (March 2016)-Real Estate Owners, Developers & Investment Trusts：IF0402-05 
GRI Sustainability Reporting (2016）：1.2, Sustainability context 

 
 
D6 社会面に関する具体的な目標 

 
 【はい】 

 
該当する項目を選択してください。 
 測定可能 
 期限が設定されている 
 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
1.5 点、MP、G 
 

設問の意図 
社会に関する具体的な目標を開示することにより、投資家その他のステークホルダーに対し

て、貴社の戦略にサステナビリティが組み込まれており、貴社が社会に関する正の影響の拡大

に取り組んでいることを周知します。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

社会に関する具体的な目標の開示には、少なくとも下記の内容が含まれていることが必要で

す。 
 社会に対してプラスに作用しようとする企業としての明確な意図 

回答された目標が ESG 一般を対象とし、社会に関する具体的な内容を含まない場合、得点は

付与されません。 

例としては、チャリティーイベントや地域コミュニティ行事の企画、従業員満足度の向上、地域

の雇用促進などが挙げられます。 
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社会に関する目標開示の好事例には、以下の要素が含まれることが多くなっています。 
 明確な目標と目標水準、ならびにこれらに対する進捗状況 
 目標に伴う要素で、期間が設定されたもの 
 社会に関する目標が財務目標とどの程度統合されているのかについての説明 

 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

社会に関する具体的な目標（Social objectives）：ステークホルダーとの関係構築や健康・快

適性などの社会に関する課題の絶対的または相対的な改善に関する具体的な目標。 

測定可能な（Measurable）: 定量的なゴールまたは戦略的な開発に関する ESG 目標 

期限が設定された（Timebound）: 期間が決められており、ゴールに向けたモニタリングや進捗

確認が可能な目標 
 
参考資料 

EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, 3rd version, (September 
2017）：5.7, Analysis 
SASB (March 2016)-Real Estate Owners, Developers & Investment Trusts：IF0402-05 
GRI Sustainability Reporting (2016）：1.2, Sustainability context 

 
 
D7 ガバナンス面に関する具体的な目標   
 

 【はい】 
 

該当する項目を選択してください。 
 測定可能 
 期限が設定されている 
 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
1.5 点、MP、G 
 

設問の意図 
ガバナンスに関する具体的な目標を開示することにより、投資家その他のステークホルダーに

対して、コーポレート・ガバナンスの課題の改善に向けた取組みを周知します。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記
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載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

ガバナンスに関する具体的な目標の開示には、少なくとも下記の内容が含まれていることが必

要です。 
 不動産会社や REIT のガバナンスに対してプラスに作用しようとする企業としての明確な意

図 

回答された目標が ESG 一般を対象とし、社会に関する具体的な内容を含まない場合、得点は

付与されません。 

例としては、透明性推進へ向けた対策の実施や取締役会の多様性に関する目標などが挙げ

られます。 

ガバナンスに関する目標開示の好事例には、以下の要素が含まれることが多くなっています。 
 明確な目標と目標水準、ならびにこれらに対する進捗状況 
 目標に伴う要素で、期間が設定されたもの 
 ガバナンスに関する目標が財務目標とどの程度統合されているのかについての説明 

 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

ガバナンスに関する目標（Governance objectives）：貴社/ファンドのガバナンスの改善に関

する目標。組織におけるガバナンス構造とその構成や、それがどのように経済・環境・社会側

面と関連するか、あるいは、透明性、取締役会の構成、贈賄・汚職といったコーポレート・ガバ

ナンスの課題に対する貴社/ファンドの取組み方などが考えられます。 

測定可能な（Measurable）: 定量的なゴールまたは戦略的な開発に関する ESG 目標 

期限が設定された（Timebound）: 期間が決められており、ゴールに向けたモニタリングや進捗

確認が可能な目標 
 
参考資料 

EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, 3rd version, (September 
2017）：5.7, Analysis 
SASB (March 2016)-Real Estate Owners, Developers & Investment Trusts：IF0402-05 
GRI Sustainability Reporting (2016）：102-22, Composition of the highest governance body and 
its committees 

 
 
D8 貴社/ファンドのサステナビリティ推進に責任を持つ専任の専門家やサステナビリティ委員会（タ

スクフォースなど）の存在 
 

 【はい】 
 

情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
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16               訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱ （一般公開用） 

2021 年 GRESB 開示評価 

該当箇所がどこかを記載してください。   
 

 【いいえ】 
 
4 点、MP、G 
 

設問の意図 
本設問の意図は、ESG 担当者の配置状況を明確にすることです。ESG 課題の専任担当者を

確保することにより、不動産会社や REIT の ESG 目標が正しく管理され、目標が達成される可

能性がより高くなります。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

開示に以下のどちらか一方の証憑が含まれていれば、得点が付与されます。 
 ESG 委員会の存在 
 ESG 専任担当者の存在 

ESG がその他の業務と兼任されている場合は得点が付与されません。 

開示の好事例には、ESG 推進に責任を持つ委員会（タスクフォースなど）の名称や、ESG 委員

会が役割や方針決定の面で取締役会や他の委員会との関連でどう位置付けられているのか

の説明を含むことが多くなっています。 
 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

ESG 推進に責任を持つ ESG 委員会（タスクフォースなど）（Dedicated sustainability task 
force）：組織の ESG に関する目標の執行について議論やモニタリングをするため正式に組織

され召集されるグループ。 

ESG 推進に責任を持つ専任担当者（Dedicated sustainability team member）：グループま

たは貴社/ファンドレベルで、ESG 目標を決定、実施、モニタリングすることが主な責務である担

当者。 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 
責任者（Responsible for）：タスク、プロジェクト、または戦略の執行と完了を担当する人または

グループ。 
 
参考資料 

GRI Sustainability Reporting Standards (2016）：102-20 
GRI Sustainability Reporting Standards (2016）：103-32 
RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (2017）：3.1.5, Responsibilities & Committees 
Recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (June 2017）：
Governance A&B 
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2021 年 GRESB 開示評価 

 
D9 環境面の課題に対処するポリシー 

 
 【はい】 

 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
4 点、MP、G 
 

設問の意図 
環境面の課題に対処するポリシーは、組織が自らの業務に ESG の基準を組み込むのに役立

ちます。環境に関するポリシーを開示することは、投資家その他のステークホルダーに対して、

しっかりとした ESG のプロセスや手続きがあるという信頼感を与えることにつながります。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

開示に以下のいずれか 1 項目が含まれていれば、得点が付与されます。 
 オンラインのポリシー文書（PDF）：環境面の課題解決に向けた組織の取組み方について説

明したもの 
 独立したウェブページ：「ポリシー」という言葉を含むタイトルがあり、貴社/ファンドの環境面

の課題への取組み方について詳しく説明したもの 
 アニュアル・レポート等での開示：貴社/ファンドの環境配慮に関する取組み方について説

明したもの。少なくとも 3 段落以上で各々異なる環境面の課題を扱うことが必要です。 

例としては、生物多様性と生息地、気候変動への適応、廃棄物管理、建築資材の環境的な属

性などが挙げられます。 

開示の好事例には、アクセスが容易なオンラインの PDFドキュメントが含まれます（CEOが署名

もしくは役員会が承認したもので、上場不動産会社や REIT が自らの環境管理の取組みやプ

ロセスを適用・維持するプロセス・方法について説明したものなど）。 
 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

環境面の課題（Environmental issues）：土地、大気、水、生態系などの生物・非生物の自然

システムに対して与える影響。生物多様性、交通、汚染、温室効果ガス（GHG）、エネルギー、

水、廃棄物、自然災害、サプライチェーンによる環境影響、製品・サービスに関する影響ととも

に、環境関連の法令順守や環境対応の支出などを含みます。 
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ポリシー（Policy）：組織のコミットメント、方向性や意図に関する、正式に採用されている規定。 
 
参考資料 

The United Nations Framework Convention on Climate Change, 1994 Global Reporting 
Initiative 
EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, 3rd version, (September 
2017）：7.9, Narrative on performance 
GRI Sustainability Reporting Standards (2016）：GRI, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307; GRI, 
416 

 
 
D10 社会面の課題に対処するポリシー 

 
 【はい】 

 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
3 点、MP、G 
 

設問の意図 
社会面の課題に対処するポリシーは、組織が自らの業務に ESG の基準を組み込むのに役立

ちます。社会に関するポリシーを開示することは、投資家その他のステークホルダーに対して、

しっかりとした ESG のプロセスや手続きがあるという信頼感を与えることにつながります。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

開示に以下のいずれか 1 項目が含まれていれば、得点が付与されます。 
 オンラインのポリシー文書（PDF）：社会面の課題の解決に向けた組織の取組み方について

説明したもの 
 独立したウェブページ：「ポリシー」という言葉を含むタイトルがあり、貴社/ファンドの社会面

の課題への取組み方について詳しく説明したもの 
 アニュアル・レポート等での開示：貴社/ファンドの社会面の課題に関する取組みについて

説明したもの。少なくとも 3 段落以上で各々異なる社会面の課題を扱うことが必要です。 

課題の例としては、労働安全、従業員のパフォーマンス・キャリア開発、多様性と機会均等など

が挙げられます。 

開示の好事例には、アクセスが容易なオンラインの PDFドキュメントが含まれます（CEOが署名

もしくは役員会が承認したもので、上場不動産会社や REIT が社会的価値の向上やステーク

ホルダーとの関係のマネジメントに用いるプロセスや方法について説明したものなど）。 
 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
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2021 年 GRESB 開示評価 

 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

ポリシー（Policy）：組織のコミットメント、方向性や意図に関する、正式に採用されている規定。 

社会に関する内容（Social issues）：貴社/ファンドが属す社会システムに対して与える影響に

関する事項。これにはコミュニティ社会、経済的インパクト、安全性、健康と快適性が含まれま

すが、これらに限定されるものではありません。 
 
参考資料 

EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, 3rd version, (September 
2017）：7.9, Narrative on performance GRI Sustainability Reporting Standards (2016): 
GRI, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307; GRI, 416 
ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 

 
 
D11 コーポレート・ガバナンスの課題に対処するポリシー 

 
 【はい】 

 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
3 点、MP、G 
 

設問の意図 
ガバナンス面の課題に関するポリシーは、組織が自らの業務にガバナンス面の課題の管理を

組み込むのに役立ちます。ガバナンスに関するポリシーを開示することは、投資家その他のス

テークホルダーに対して、しっかりとしたガバナンスのプロセスや手続きがあるという信頼感を

与えることにつながります。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

開示に以下のいずれか 1 項目が含まれていれば、得点が付与されます。 
 オンラインのポリシー文書（PDF）：組織のガバナンスに関する方針を含むもの。 

課題の例としては、コーポレートレベルの汚職、不正行為、内部通報、報酬、利益相反ポリシ

ーなどが挙げられます。 

開示の好事例としては、一連のガバナンスポリシーが挙げられます（その文書へのアクセスが

容易であり、正しいコーポレート・ガバナンス基準および管理メカニズムに沿ったもの）。 
 
スコアリング 
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GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

コーポレート・ガバナンスの課題（Corporate governance issues）：組織のガバナンス体制や

構成。その組織の目的達成のために、最上位のガバナンス機関がどのように設立、構築され

たか、また、組織の目的がどのように経済的、環境的、そして社会的な課題と関連しているかな

どを含みます。 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

ポリシー（Policy）：組織のコミットメント、方向性や意図に関する、正式に採用されている規定。 
 
参考資料 

EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, 3rd version, (September 
2017）：(2017）：7.9, Narrative on performance 
GRI Sustainability Reporting Standards (2016）：102-35; 102-37; 
GRI 205 RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (2017）：3.1.7 

 
 
D12 実績改善に向けた長期目標 

 
 【はい】 

 
目標は以下の項目に関連しています。 
 エネルギー 
 再生可能エネルギー 
 温室効果ガス（GHG） 
 水 
 廃棄物 
 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   
 

 
 【いいえ】 

 
3.5 点、MP、E 
 

設問の意図 
環境パフォーマンスに関する目標は、計測可能な改善を目指す組織やその従業員のガイドと

なり、ESG をビジネスへ組み込む際の重要な決定因子となります。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア
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クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

下記の基準に適合すれば長期目標として認められ、得点が付与されます。 
 目標が計測可能であり、組織の ESG パフォーマンスに言及している場合 
 目標が今後 3 年以上の将来にわたって設定されている 
好事例としては、以下が開示に含まれることが挙げられます。 
 一般に認知された国内基準・国際基準（企業版 2℃目標（Science Based Targets）など）への

準拠 
 付随するアクションプランやポリシー文書（設定した目標の達成方法を詳しく説明したもの） 

 
スコアリング 

選択された回答肢ごとに得点が付与され、その合計が本設問での最終得点となります。 

この設問では、すべての回答肢を選択しなくても、満点を取ることが可能です。 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

環境資源（Environmental resources）：社会にとって価値のある環境からの資材、サービス、

情報。再生可能または無限なものもあれば、再生不可能または有限なものもあります。 

長期のパフォーマンス改善目標（Long-term performance improvement targets）：ポートフォ

リオのパフォーマンス改善に向け、今後 3 年以上を目途に設定した目標。そのための対策とし

ては、エネルギー/水消費量の削減、GHG 排出量の削減、廃棄物の埋め立ての削減、ESG デ

ータの増加、グリーンビル認証カバー率の増加などがあります。 
 
参考資料 

EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, 3rd version, (September 
2017）：7.9, Narrative on performance 
Recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (June 2017）：
Metrics and Targets- C 
The Science Based Targets Initiative (2016) 
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実行 
 
D13 貴社/ファンドに関連する ESG の取組みやケーススタディ 

 
 【はい】 

 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
3 点、IM、E 
 

設問の意図 
貴社の ESG のケーススタディや取組みとビジネス上の業績とを統合することが、企業の ESG と

企業の影響を受けるコミュニティの双方にとって重要です。この統合が ESG と好業績とをつな

ぎ、貴社のコアビジネスを強化する働きをします。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

以下のものを提供されると、得点が付与されます。 
 ESG 関連の取組みがどのように（財務面で、もしくはステークホルダーに対して）プラスの影

響を与えるか、その関係性を明示する 1 件または数件のケーススタディ 
 組織独自の ESGの取組み。その形態としてはプロジェクト、慈善募金活動、調査レポートの

刊行などが考えられます。 

上記の内容はドキュメント D1～D3 の一部であっても、対象者が開示できる単体の公文書の一

部であっても構いません。 

ESG の取組みやケーススタディの好事例としては、以下のものなどが挙げられます。 
 ESG に焦点を当てた取組みがどのようにして組織のコアビジネスに明確な付加価値をもた

らすか、どのようにしてサステナブルな競争上の優位性を生み出すかについての概略説明 
 サステナブルな物件改修について詳しく述べ、定量的な成果を示したケーススタディ 

 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

ESG のケーススタディ（ESG case study）：貴社/ファンドが個々の物件やポートフォリオをより

サステナブルにするために行った取組みや、環境資源の削減や経済的な利益（見込み）など

の取組み結果についての報告やまとめ。 

ESG の取組み（ESG initiative）：貴社/ファンドの ESG に関する取組みを示し、他社と差別化
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するための一貫したプログラム、行動及びプロジェクト（リサーチ刊行物、慈善事業、または

ESG に関連する独自のイノベーションなど）。 
 
 
D14 グリーンビル認証または省エネルギー格付を取得した保有物件の情報 
 

 【はい】 
 

開示情報は以下を含みます。 
 グリーンビル認証 
 省エネルギー格付 
 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
3 点、IM、E 
 

設問の意図 
グリーンビル認証とエネルギー格付は、入居者、社会そして環境に利益をもたらす可能性のあ

る、物件の質に対する尺度です。さらに、グリーンビル認証とエネルギー格付は、投資家や入

居者に対して、物件の ESG パフォーマンスに関する情報提供を、より透明性、信頼性をもって

行うことを可能にします。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

選択した回答肢について得点を得るには、裏付資料に以下の内容が記載されていることが必

要です。 
 物件/プロジェクト名と所在地 
 認証名 

開示の好事例としては、ポートフォリオの中で認証された物件、認証されなかった物件、認証を

受ける見込みの物件に関する概略説明を含む場合が多く見られます。また、認証を受けたポ

ートフォリオについては、以下の情報が求められます。 
 プロジェクト名と所在地 
 評価システムのバージョン 
 認証日と認証ランク 

 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合
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は開示と見なされません。 

省エネルギー格付（Energy rating）：建築物のエネルギー効率を測定する格付制度。 

グリーンビル認証（Green building certification）：あるプロジェクトが、グリーンビル評価システ

ムの要件を満たすことを証明するもの。認証には、通常、プロジェクト名と所在地、評価システ

ムのバージョン、認証日、認証ランクなどが示されます。 
 
  



GRESB リアルエステイト 開示評価・設問 

  © 2021 GRESB BV 
25               訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱ （一般公開用） 

2021 年 GRESB 開示評価 

運用実績 
 
D15 ポートフォリオのエネルギー消費量データ 

 
 【はい】 

 
情報は以下を含みます。 
 ポートフォリオ全体の消費量データ 
 同一条件比較での消費量データ 
 原単位データ 
 ポートフォリオにおけるデータカバー率 
 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
5 点、IM、E 
 

設問の意図 
エネルギー消費とそれに対応する費用は、重要な財務的支出を意味しており、また建物の環

境への影響（フットプリント）のうち大きな割合を占めます。データの計測とエネルギー消費の一

貫した報告は、貴社がポートフォリオのエネルギー効率を高めるのに役立ち、化石燃料起源の

エネルギー消費に関する経済的・環境的な負荷を軽減します。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 
 ポートフォリオ全体のエネルギーデータはメートル法で表すものとし、比較可能であるものと

します。 
 同一条件比較での消費量データでは、エネルギー値の計算を同一条件比較により行った

ことを明記してください。 
 原単位データの記録は、明確かつ適切な分母を用いて行ってください。 
 ポートフォリオのカバー率の得点は、エネルギー値の対象となった床面積割合や物件数が

明確に記載されている場合にのみ付与されます。 

開示の好事例としては、エネルギー消費量を物件用途や所在地ごとに区分し、データの開示

対象やデータが得られた部分（テナント専用部、共用部、ベースビルディング）を明示すること

が期待されます。 
 
スコアリング 

選択された回答肢ごとに得点が付与され、その合計が本設問での最終得点となります。 

この設問では、すべての回答肢を選択しなくても、満点を取ることが可能です。 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
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語句説明 
ポートフォリオ全体のデータ（総量データ）（Absolute data）：貴社が報告期間中の廃棄物・

GHG・水・エネルギーの排出および消費について報告する消費・排出・発生の総量。 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

エネルギー消費データ（Energy consumption data）：ポートフォリオのエネルギー消費をモニ

ターすることで収集されたデータ。建物の運営に関するエネルギー消費は、環境に重大な負

荷をもたらします。エネルギー消費をモニターすることは、この負荷を削減するために重要な基

礎となります。 

原単位データ（Intensity data）：適切な分母（例: 床面積、人数など）による単位あたりのエネル

ギー・GHG 排出・水・廃棄物の消費量または発生量。 

同一条件比較データ（Like-for-like data）：年度間の実績比較が行えるデータ。ポートフォリオ

の拡張や物件取得など、ある年の実績を他の年の実績よりも過大申告または過少申告させる

ような変動について調整を行ったものです。 

ポートフォリオにおけるデータカバー率（Portfolio data coverage）：ポートフォリオのうちエネル

ギー・水・GHG・廃棄物データが開示された部分に関する情報。具体的な形態としては、床面

積割合や物件数あるいは説明などがあります(例: 「共用部の消費量データのみ開示している」

もしくは「消費データは直接管理資産の全物件に関するものである」など）。 
 
参考資料 

GRI Sustainability Reporting Standards (2016）：102-20 
GRI Sustainability Reporting Standards (2016）：103-32 
RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (2017）：3.1.5, Responsibilities & Committees 
Recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (June 2017）：
Governance A&B 

 
 
D16 ポートフォリオの再生可能エネルギーデータ 

 
 【はい】 

 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
2 点、IM、E 
 

設問の意図 
再生可能エネルギーの使用は、化石燃料起源のエネルギー消費に関する経済的・環境的な

負荷を低減します。敷地内再生可能エネルギーの生成によって、不動産ポートフォリオはエネ

ルギー価格の市場変動の影響を受けにくくなる可能性があります。 
 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 
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再生エネルギーデータ（Renewable energy data）：ポートフォリオの再生可能エネルギーの

生成をモニタリングすることによって得られるデータ。再生可能エネルギーとは、そのエネルギ

ー源の蓄えを減少させることがない太陽、風、水、バイオマスまたは地球のコアからのエネルギ

ー源で、敷地内で利用可能な技術を活用します。例えば、太陽光発電パネル、風力タービ

ン、蒸散型太陽熱集熱器、太陽熱温水器、小規模水力発電施設、地熱エネルギー、埋立地

ガスなどが挙げられます。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

開示の好事例では、このエネルギーが敷地外と敷地内のどちらで生成・消費されているかの

詳細な説明がなされます。 
 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
参考資料 

EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, 3rd version, (September 
2017）：5.2, Coverage; Elec-Abs 
SASB-Real Estate Owners, Developers & Investment Trusts (March 2016）：IF0402-01; IF0402-
02; IF0402-03 
Recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (June 2017）：
Metrics and Targets- A 

 
 
D17 ポートフォリオの温室効果ガス排出量データ 

 
 【はい】 

 
情報は以下を含みます。 
 ポートフォリオ全体の GHG 排出量データ 
 同一条件比較での GHG 排出量データ 
 原単位データ 
 ポートフォリオにおけるデータカバー率 
 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   
 

 
 【いいえ】 

 
3 点、IM、E 
 

設問の意図 
温室効果ガス排出量の開示は、投資家にカーボンフットプリントを把握させるとともに、環境負
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荷が小さい産業への効率的な資本配分を可能にします。多くの国では温室効果ガス排出の報

告義務を導入済みもしくは導入を検討中です。積極的な不動産会社や REIT がこのトレンドを

先取りします。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 
 ポートフォリオ全体の GHG データはメートル法で表すものとし、比較可能であるものとしま

す。 
 同一条件比較データでは、エネルギー値の計算を同一条件比較により行ったことを明記し

てください。 
 原単位データの記録は、明確かつ適切な分母を用いて行ってください。 
 ポートフォリオのカバー率の得点は、GHG 値の対象となった床面積割合や物件数が明確

に記載されている場合にのみ付与されます。 

GHG開示の好事例としては、GHG プロトコルに準拠しており、使用した方法について分かりや

すく説明している必要があります。排出量はスコープ 1、スコープ 2（ロケーション基準）、スコー

プ 2（マーケット基準）、スコープ 3 に細分します。また、排出量は物件用途や所在地ごとに区

分し、データの開示対象やデータが得られた部分（テナント専用部、共用部、ベースビルディ

ング）を明示します。 
 
スコアリング 

選択された回答肢ごとに得点が付与され、その合計が本設問での最終得点となります。 

この設問では、すべての回答肢を選択しなくても、満点を取ることが可能です。 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

ポートフォリオ全体のデータ（総量データ）（Absolute data）：貴社が報告期間中の廃棄物・

GHG・水・エネルギーの排出および消費について報告する消費・排出・発生の総量。 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

GHG 排出（GHG emissions）：GHG 管理とは GHG 排出量の管理を指します。GHG とは、

GHG プロトコル・コーポレート基準によって定められている 7 種類のガス、すなわち、二酸化炭

素（CO2）、メタン（CH4）、亜酸化窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFCs）、パーフルオ

ロカーボン（PFCs）、三フッ化窒素（NF3）および六フッ化硫黄（SF6）です。 

原単位データ（Intensity data）：適切な分母（例: 床面積、人数など）による単位あたりのエネル

ギー・GHG 排出・水・廃棄物の消費量または発生量。 

同一条件比較データ（Like-for-like data）：年度間の実績比較が行えるデータ。ポートフォリオ

の拡張や物件取得など、ある年の実績を他の年の実績よりも過大申告または過少申告させる

ような変動については調整を行ったものです。 

ポートフォリオにおけるデータカバー率（Portfolio data coverage）：ポートフォリオのうちエネル

ギー・水・GHG・廃棄物データが開示された部分に関する情報。具体的な形態としては、床面

積割合や物件数あるいは説明などがあります(例: 「共用部の消費量データのみ開示している」
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もしくは「消費データは直接管理資産の全物件に関するものである」など）。 
 
参考資料 

GHG Protocol Scope II Guidance, 2015 
Realpac, Who’s Carbon is it?, 2010 
GRI Sustainability Reporting Standards, (2016）：305-1; 305-4 

 
 
D18 ポートフォリオの水消費量データ 

 
 【はい】 

 
情報は以下を含みます。 
 ポートフォリオ全体の消費量データ 
 同一条件比較での消費量データ 
 原単位データ 
 ポートフォリオにおけるデータカバー率 
 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
3 点、IM、E 
 

設問の意図 
水消費データの開示は、投資家自身の（投資を通した）環境負荷のモニタリング、上水消費と

排水システムへの負荷の削減、上水の供給停止にさらされるリスクの評価について、必要な情

報を投資家に与えます。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 
 ポートフォリオ全体の水消費量データはメートル法で表すものとし、比較可能であるものとし

ます。 
 同一条件比較での消費量データでは、計算を同一条件比較により行ったことを明記してく

ださい。 
 原単位データの記録は、明確かつ適切な分母を用いて行ってください。 
 ポートフォリオのカバー率の得点は、水消費量の対象となった床面積割合や物件数が明確

に記載されている場合にのみ付与されます。 

開示の好事例としては、水消費量を物件用途や所在地ごとに区分し、データの開示対象やデ

ータが得られた部分（テナント専用部、共用部、ベースビルディング）を明示することが期待さ

れます。 
 
スコアリング 
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選択された回答肢ごとに得点が付与され、その合計が本設問での最終得点となります。 

この設問では、すべての回答肢を選択しなくても、満点を取ることが可能です。 
 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

ポートフォリオ全体のデータ（総量データ）（Absolute data）：貴社が報告期間中の廃棄物・

GHG・水・エネルギーの排出および消費について報告する消費・排出・発生の総量。 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

原単位データ（Intensity data）：適切な分母（例: 床面積、人数など）による単位あたりのエネル

ギー・GHG 排出・水・廃棄物の消費量または発生量。 

同一条件比較データ（Like-for-like data）：年度間の実績比較が行えるデータ。ポートフォリオ

の拡張や物件取得など、ある年の実績を他の年の実績よりも過大申告または過少申告させる

ような変動については調整を行ったものです。 

ポートフォリオにおけるデータカバー率（Portfolio data coverage）：ポートフォリオのうちエネル

ギー・水・GHG・廃棄物データが開示された部分に関する情報。具体的な形態としては、床面

積割合や物件数あるいは説明などがあります(例: 「共用部の消費量データのみ開示している」

もしくは「消費データは直接管理資産の全物件に関するものである」など）。 

水消費データ（Water consumption data）：ポートフォリオの水消費をモニターすることで収集

されたデータ。建物の運営に関する水消費は、環境に重大な負荷をもたらします。水消費をモ

ニターすることは、この負荷を削減するために重要な基礎となります。 
 
参考資料 

EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting 3rd version, (September 
2017）：5.2, Coverage 
SASB-Real Estate Owners, Developers & Investment Trusts (March 2016）：IF0402-06 

 
 
D19 ポートフォリオの廃棄物データ  

 
 【はい】 

 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
3 点、IM、E 
 

設問の意図 
廃棄物データの開示は、投資ポートフォリオの環境負荷についての貴重な情報を投資家に提

供します。 
 
回答の要件 
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「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

開示の好事例では、廃棄物量を物件用途や処理方法ごとに区分し、物件のうちでのデータの

開示対象やデータが得られた部分の割合を明示することが期待されます。 
 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 
廃棄物データ（Waste data）：ポートフォリオの廃棄物排出をモニターすることで収集されたデ

ータ。建物の運営に関する廃棄物排出は、環境に重大な負荷をもたらします。廃棄物データ

をモニターすることは、この負荷を削減するために重要な基礎となります。 
 
参考資料 

EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, 3rd version, (September 
2017）：5.2, Coverage 
RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (2017）：4.2.5, Waste 
GRI Sustainability Reporting Standards, (2016）：306-2 

 
 
ステークホルダーとの関係構築 
 
D20 過去 3 年以内に実施された従業員満足度調査 

 
 【はい】 

 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
3 点、IM、S 
 
 

設問の意図 
従業員満足度の把握に積極的な不動産会社や REIT ほど、ビジネス上の重大な問題を的確

に把握する傾向があり、従業員のニーズに応えることができ、その結果として従業員定着率を

改善することが可能になっています。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 
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裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

得点は以下のいずれかの場合に付与されます。 
 従業員満足度調査が定期的に行われていることが開示されている場合 
 年次の開示資料で調査の活用が報告されている場合 

好事例としては、直近に行われた従業員調査の年月日、調査対象従業員の割合、調査の実

施間隔、調査から導かれた成果/課題などが挙げられます。 
 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

従業員満足度調査(Employee satisfaction survey）：個人レベル・組織レベルでの全体的な

満足度や業務に関する満足度を計測する調査。調査は、従業員の懸念事項に言及し、改善

策を提案する機会を与えるものでなければなりません。GRESB は、過去 3 年以内に行われた

調査のみを有効とします。 
 
参考資料 

GRI Sustainability Reporting Standards, (2016）：102-43, Approach to stakeholder engagement 
 
 
D21 サステナビリティに関連したテナント・エンゲージメント・プログラムへの関与 

 
 【はい】 

 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
4 点、IM、S 
 
 

設問の意図 
効果的なテナント関与プログラムは、オーナーとのコミュニケーションを促進し、テナントの疑

問・懸念・提案を運用や ESG に関する意思決定に組み込む道筋を与えます。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 
 ESG に関連したテナントとのエンゲージメントが貴社の建物におけるテナントの賃借状態に
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どのような好影響を及ぼすか、証憑で示す必要があります。 

こうしたエンゲージメントで扱われる内容としては、空気質、グリーンリース条項、環境配慮に関

する取組みなどが考えられます。 
 

理想的には、テナントとのエンゲージメントによりテナントの満足度が向上し、その結果としてテ

ナントの定着率も改善することが望ましいと考えられます。 

好事例としては、以下のものが挙げられます。 
 エンゲージメントプロジェクトの概要や ESG 分野との関係性についての概略説明 
 エンゲージメントの実施頻度と対象テナント 
 実施した取組みとテナントの満足度/快適性/入居継続可能性との関係 

 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

テナント関与のプログラムや取組み（Tenant engagement programs/initiatives）：テナント関

与とは、テナント満足度の向上や、その結果としてテナント確保につなげることです。効果的な

プログラムは、テナントの疑問や懸念、提案を貴社/ファンドの運営や ESG に関する意思決定

に取り込むものです。サステナビリティに関するテナント関与のプログラムとしては、サステナビ

リティ研修、環境意識を向上させるイベントの支援、テナント改装・改修ガイドの配布などが挙

げられます。 

テナント、入居者、顧客(Tenants/occupiers/customers）：顧客とテナント・入居者の定義は相

互排他的です。テナント・入居者は、建物の一部もしくは全部を占有するために、建物のオー

ナーと直接的な契約関係を持つ者です。ほとんどの場合、これは、賃貸借契約に基づくオー

ナー/テナントの関係となります。しかし、他の種類の契約をもとに建物を占有する入居者もあ

り、例としてフランチャイズが挙げられます。 
 
参考資料 

SASB-Real Estate Owners, Developers & Investment Trusts (March 2016）：IF0402-12 
GRI Sustainability Reporting Standards, 2016：102-43, Approach to stakeholder engagement 

 
 
D22 過去 3 年以内に実施されたテナント満足度調査 

 
 【はい】 

 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
3 点、IM、S 
 

設問の意図 
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本設問の意図は、組織がテナントの満足度を系統的に調査しているかどうかを開示しているか

確認することです。テナントの満足度が上がれば定着率も上がり、その結果として収入見通し

がよくなり、不動産会社や REIT の財務リスクが軽減されることになります。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 

得点は以下のいずれかの場合に付与されます。 
 テナント調査が定期的に行われていることが開示されている場合 
 年次の開示資料で調査の活用が報告されている場合 

好事例としては、直近に行われたテナント調査の年月日、調査対象テナントの割合、調査の実

施間隔、調査で得られた成果/結論などが挙げられます。 
 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

テナント、入居者、顧客(Tenants/occupiers/customers）：顧客とテナント・入居者の定義は相

互排他的です。テナント・入居者は、建物の一部もしくは全部を占有するために、建物のオー

ナーと直接的な契約関係を持つ者です。ほとんどの場合、これは、賃貸借契約に基づくオー

ナー/テナントの関係となります。しかし、他の種類の契約をもとに建物を占有する入居者もあ

り、例としてフランチャイズが挙げられます。 

テナント満足度調査（Tenant satisfaction survey）：オーナー、もしくは委託された第三者によ

って行われる書面調査で、専有部分についてフィードバックをする機会をテナントに与えるも

の。GRESB は、過去 3 年以内に実施された調査のみを有効とします。 
 
参考資料 

GRI Sustainability Reporting Standards (2016）：102-43, Approach to stakeholder engagement 
 
 
D23 コミュニティ・エンゲージメント・プログラムの取組み 

 
 【はい】 

 
情報が開示されている場所をお知らせください。 
URL   
該当箇所がどこかを記載してください。   

 
 【いいえ】 

 
3 点、IM、S 
 

設問の意図 
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ステークホルダーである地域コミュニティとの関係醸成は、不動産会社や REIT の評判を高め

ることにつながります。 
 
語句説明 

開示（Disclosure）：関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備す

ること。開示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

コミュニティ関与プログラム（Community engagement program）：チャリティ・地域グループ

への支援、公共空間の改善、地域の雇用促進など、貴社/ファンドがコミュニティを支援するた

めの戦略・施策。 
 
回答の要件 

「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」の場合、オンライン情報の開示場所（URL）を記

載してください。 
 
 

裏付資料：URL を記載ください。ハイパーリンクが現在も使用可能であり、当該箇所に直接ア

クセスできることを確認してください。複数のハイパーリンクを記載することも可能です。 
 裏付資料では、組織がエンゲージメントをしているコミュニティが、不動産会社や REITの業

務・活動から影響を受ける、または業務・活動に関連していることを示すことが必要です。 

好事例としては、以下のものが挙げられます。 
 関与プログラムの内容や目的についての概略説明 
 このコミュニティが組織の活動からどのような影響を受けるか、この関与プログラムがどのよう

な便益をもたらすかについての説明 
 関与プログラムの中の具体的な活動やその範囲についての事例 

 
スコアリング 

GRESBが収集もしくは対象者が提出したハイパーリンクに基づき、回答の検証が行われます。

得点は、開示の有効性に左右されます。 
 
参考資料 

EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, 3rd version, September 
2017：5.9 
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語句説明 
 

1/3 

用語 定義 
ポートフォリオ全体のデータ

（総量データ）（Absolute 
data） 

貴社が報告期間中の廃棄物・GHG・水・エネルギーの排出および消費について報告

する消費・排出・発生の総量。 

アニュアル・レポート 
（Annual Report） 

適用される財務報告規制の下で投資家に配布される、組織の財務状況の年次報告

書。 

保証された 
（Assured） 

データの確認プロセスであると共に、所定の基準・標準に対する体系立てられた、独

立した、文書化されたプロセスを通した関連データ収集方法・管理システムの確認プ

ロセスでもあります。保証は、公認監査人のみによって提供されます。 

コミュニティ関与プログラム 
（Community engagement 
program） 

チャリティ・地域グループへの支援、公共空間の改善、地域の雇用促進など、貴社/フ
ァンドがコミュニティを支援するための戦略・施策。 

コーポレート・ガバナンスの課

題 
（Corporate governance 
issues） 

組織のガバナンス体制や構成。その組織の目的達成のために、最上位のガバナンス

機関がどのように設立、構築されたか、また、組織の目的がどのように経済的、環境

的、そして社会的な問題と関連しているかなどを含みます。 

ウェブサイトの専用セクション 
（Dedicated section on the 
corporate website） 

ESG に関する実績を明確に開示しているウェブサイトの専用欄。 

ESG 推進に責任を持つサス

ESG 委員会（タスクフォース

など） 
（Dedicated sustainability task 
force） 

組織の ESG に関する目標の執行について議論やモニタリングをするため正式に組

織され召集されるグループ。 

ESG 推進に責任を持つ専任

担当者 
（Dedicated sustainability 
team member） 

グループまたは貴社/ファンドレベルで、ESG 目標を決定、実施、モニタリングすること

が主な責務である担当者。 

開示 
（Disclosure） 

関心のある個人や団体がすぐにアクセス、利用できるように情報を整備すること。開

示は外部向けである必要があり、組織の内部者のみが（予告なしに）閲覧できる場合

は開示と見なされません。 

従業員満足度調査 
(Employee satisfaction 
survey） 

個人レベル・組織レベルでの全体的な満足度や業務に関する満足度を計測する調

査。調査は、従業員の懸念事項に言及し、改善策を提案する機会を与えるものでな

ければなりません。GRESB は、過去 3 年以内に行われた調査のみを有効とします。 

エネルギー消費データ 
（Energy consumption data） 

ポートフォリオのエネルギー消費をモニターすることで収集されたデータ。建物の運

営に関するエネルギー消費は、環境に重大な負荷をもたらします。エネルギー消費

をモニターすることは、この負荷を削減するために重要な基本的行為です。 

省エネルギー格付 
（Energy rating） 

建築物のエネルギー効率を測定する格付制度。 

環境に関する具体的な目標 
（Environmental objectives） 

環境ポリシーに由来する環境全般に関するゴールであり、組織が自ら達成を目指す

もの。これらの目標は定量化が可能であるとともに、組織の目標に関連付けられること

が必要です。逆に言うと、環境に関する目標に基づき、その達成に必要なパフォーマ

ンス要件である目標水準が設定されます。 

環境面の課題 
（Environmental issues） 

土地、大気、水、生態系などの生物・非生物の自然システムに対して与える影響。生

物多様性、交通、汚染、温室効果ガス（GHG）、エネルギー、水、廃棄物、自然災害、

サプライチェーンによる環境影響、製品・サービスに関する影響とともに、環境関連の

法令順守や環境対応の支出などを含みます。 

環境資源 
（Environmental resources） 

社会にとって価値のある環境からの資材、サービス、情報。再生可能または無限なも

のもあれば、再生不可能または有限なものもあります。 
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用語 定義 

ESG のケーススタディ 
（ESG case study） 

貴社/ファンドが個々の物件やポートフォリオをよりサステナブルにするために行った

取組みや、環境資源の削減や経済的な利益（見込み）などの取組み結果についての

報告やまとめ。 

ESG の取組み 
（ESG initiative） 

貴社/ファンドの ESG に関する取組みを示し、他社と差別化するための一貫したプロ

グラム、行動及びプロジェクト（リサーチ刊行物、慈善事業、または ESG に関連する

独自のイノベーションなど）。 

GHG 排出 
（GHG emissions） 

GHG 管理とは GHG 排出量の管理を指します。GHG とは、GHG プロトコル・コーポレ

ート基準によって定められている 7 種類のガス、すなわち、二酸化炭素（CO2）、メタ
ン（CH4）、亜酸化窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFCs）、パーフルオロカー

ボン（PFCs）、三フッ化窒素（NF3）および六フッ化硫黄（SF6）です。 

ガバナンスに関する目標 
（Governance objectives） 

貴社/ファンドのガバナンスの改善に関する目標。組織におけるガバナンス構造とそ

の構成や、それがどのように経済・環境・社会側面と関連するか、あるいは、透明性、

取締役会の構成、贈賄・汚職といったコーポレート・ガバナンスの課題に対する貴社/
ファンドの取組み方などが考えられます。 

グリーンビル認証 
（Green building certification） 

あるプロジェクトが、グリーンビル評価システムの要件を満たすことを証明するもの。認

証には、通常、プロジェクト名と所在地、評価システムのバージョン、認証日、認証ラ

ンクなどが示されます。 

統合報告書 
（Integrated Report） 

国際統合報告評議会（IIRC）の国際統合報告フレームワーク（2013 年 12 月）の要件

に準拠する報告書。 

原単位データ 
（Intensity data） 

適切な分母（例: 床面積、人数など）による単位あたりのエネルギー・GHG 排出・水・

廃棄物の消費量または発生量。 

同一条件比較データ 
（Like-for-like data） 

年度間の実績比較が行えるデータ。ポートフォリオの拡張や物件取得など、ある年の

実績を他の年の実績よりも過大申告または過少申告させるような変動については調

整を行ったものです。 

環境資源（エネルギー等）に

関する長期削減目標 
（Long-term reduction targets 
of environmental resources） 

エネルギー/水消費量、GHG 排出量、廃棄物の埋立量、その他環境資源の消費を削

減するための、3 年以上の将来にわたる計測可能な目標。 

ポリシー 
（Policy） 

組織のコミットメント、方向性や意図に関する、正式に採用されている規定。 

ポートフォリオにおけるデータ

カバー率 
（Portfolio data coverage） 

ポートフォリオのうちエネルギー・水・GHG・廃棄物データが開示された部分に関する

情報。具体的な形態としては、床面積割合や物件数あるいは説明などがあります(例: 
「共用部の消費量データのみ開示している」もしくは「消費データは直接管理資産の

全物件に関するものである」など）。 

再生エネルギーデータ 
（Renewable energy data） 

ポートフォリオの再生可能エネルギーの生成をモニタリングすることによって得られる

データ。再生可能エネルギーとは、そのエネルギー源の蓄えを減少させることがない

太陽、風、水、バイオマスまたは地球のコアからのエネルギー源で、敷地内で利用可

能な技術を活用します。例えば、太陽光発電パネル、風力タービン、蒸散型太陽熱

集熱器、太陽熱温水器、小規模水力発電施設、地熱エネルギー、埋立地ガスなどが

挙げられます。 

責任者 
（Responsible for） 

タスク、プロジェクト、または戦略の執行と完了を担当する人またはグループ。 

社会に関する内容 
（Social issues） 

組織が属している社会システムに対して与える影響に関する事項。 

社会に関する具体的な目標 
（Social objectives） 

ステークホルダーとの関係構築や健康・快適性などの社会に関する課題の絶対的ま

たは相対的な改善に関する具体的な目標。 

単体のサステナビリティ報告

書 
（Stand-alone sustainability 
report） 

貴社/ファンドのサステナビリティまたは ESG に関する実績に特化した報告書。 
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用語 定義 
サステナビリティに関する実

績 
（Sustainability performance） 

環境（environmental）、社会（social）、ガバナンス（governance）（合わせて ESG）に関

する管理、実践、実績の指標。 

テナント関与のプログラムや

取組み 
（Tenant engagement 
programs/initiatives） 

テナント関与とは、テナント満足度の向上や、その結果としてテナント確保につなげる

ことです。効果的なプログラムは、テナントの疑問や懸念、提案を貴社/ファンドの運

営や ESG に関する意思決定に取り込むものです。サステナビリティに関するテナント

関与のプログラムとしては、サステナビリティ研修、環境意識を向上させるイベントの

支援、テナント改装・改修ガイドの配布などが挙げられます。 

テナント、入居者、顧客 
(Tenants/occupiers/customers） 

顧客とテナント・入居者の定義は相互排他的です。テナント・入居者は、建物の一部

もしくは全部を占有するために、建物のオーナーと直接的な契約関係を持つ者で

す。ほとんどの場合、これは、賃貸借契約に基づくオーナー/テナントの関係となりま

す。しかし、他の種類の契約をもとに建物を占有する入居者もあり、例としてフランチ

ャイズが挙げられます。 

テナント満足度調査 
（Tenant satisfaction survey） 

オーナー、もしくは委託された第三者によって行われる書面調査で、専有部分につ

いてフィードバックをする機会をテナントに与えるもの。GRESBは、過去 3 年以内に

実施された調査のみを有効とします。 

検証された 
（Verified） 

データの確認プロセスであると共に、所定の基準・標準に対する体系立てられた、独

立した、文書化されたプロセスを通した収集方法・管理システムの確認プロセスでも

あります。検証は、幅広い分野の認定プロフェッショナルによって行われます。 

廃棄物データ 
（Waste data） 

ポートフォリオの廃棄物排出をモニターすることで収集されたデータ。建物の運営に

関する廃棄物排出は、環境に重大な負荷をもたらします。廃棄物データをモニター

することは、この負荷を削減するために重要な基礎となります。 

水消費データ 
（Water consumption data） 

ポートフォリオの水消費をモニターすることで収集されたデータ。建物の運営に関す

る水消費は、環境に重大な負荷をもたらします。水消費をモニターすることは、この負

荷を削減するために重要な基礎となります。 

 


