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背景（SDGsと企業の行動原理の変化）

SDGs：持続可能な社会の実現

 SDGsに対しては、日本において、これを理想主義的なものと受け止めて、
距離を置こうとする向きもあった。

 しかしながら、先進国を主たる市場とする国際企業や、世界経済をけん引
する企業においては、環境問題、人権問題への積極的な対応（ESG経営）
が成長に不可欠との認識が広がりつつある

【従来】 規模の拡大と株主の利益最大化の追求

【今後】 環境・人権保護等に適合したビジネスモデルで無ければ継続困難

持続可能な開発目標（SDGs）とは、

2015年9月の国連サミットで採択された

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」

にて記載された2016年から2030年までの

国際目標

近年の企業行動原理の変化
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SDGsとESG経営の関係

持続可能な社会経済の発展
のための17の目標

対象は、公的セクター、民間
企業、個人に及ぶ

企業の担う役割が重要であ
るとともに、ビジネスの長期
的な継続性の観点からも必
須

ESG経営
（SDGsを達成する一つの手段）

Environment（環境）
環境保護
省エネ・CO2排出削減

Social（社会）
労働・人権問題対応
地域社会への貢献

Governance（統治）
遵法性を担保するシステム
経営の透明性
資本効率の確保

SDGs（目標）

経営の要件

達成に貢献

特に、近年、地球温暖化問題が世界共通の課題として、企業経営に影響
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気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）
第6次評価報告書「自然科学的根拠（第1作業部会）」

最新の地球温暖化に関する報告書（2021年8月）

(参考)第2作業部会：温暖化の影響（影響、適応、脆弱性）
第3作業部会：温暖化の対策（気候変動の緩和策）

 人間活動によって地球の平均気温は産業革命以前の水準よりも

0.8度～1.2度上昇したと推定される。

 1.5度に抑えるシナリオを除けば、2021年～2040年の間に

平均気温の上昇が1.5度を超える可能性

 平均気温の上昇に応じて、熱波や極端な大雨などの現象は

識別可能な増加がみられる

 産業革命以降、人間活動によって排出されたCO2は
約2兆4千億トン

気温上昇を1.5度に抑えるためには残りの炭素排出枠は

4千億トン（67％以上の確率）
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地球温暖化が与える影響（ご参考）

温度上昇 左記上昇により予測される影響 出典：IPCC AR4（２００７）

0～1℃

• （水） 湿潤熱帯地域と高緯度地域での水利用可能性の増加
• （水） 中緯度地域と半乾燥低緯度地域での水利用の減少及び干ばつの増加
• （水） 数億人が水不足の深刻化に直面
• (サンゴの白化） サンゴの白化の増加
• （生態系） 種の分布範囲の変化と森林火災リスクの増加
• （食糧） 小規模農家、自給的農業者・漁業者への複合的で局所的なマイナス影響
• （沿岸域） 洪水と暴風雨による損害の増加
• （健康） 熱波、洪水、干ばつによる病気発生率と死亡率の増加
• （健康） いくつかの感染症媒介生物の分布変化
• （健康） 栄養失調、下痢、呼吸器疾患、感染症による社会的負荷の増加

1～2℃

• （種の絶滅） 1.5～2.5℃を超えると、植物及び動物種の20～30%が増加する絶滅リスクに直面
• （サンゴの白化） 1～3℃の海面温度上昇により頻繁な白化減少と広範な死滅
• （食糧） 低緯度地域 ：穀物生産性の低下

中高緯度地域 ：いくつかの穀物生産性の向上

2～3℃

• （サンゴの白化） 広範に及ぶサンゴの死滅
• （生態系） ～15%の生態系に影響
• （生態系） 海洋の深層循環が弱まることによる生態系の変化
• （沿岸域） 毎年の洪水被害人口が追加的に数百万人増加
• （健康） 医療サービスヘの重大な負荷
・ 全ての地域は気候変化の影響として、正味の便益減少か正味のコスト増加

3～4℃

• （種の絶滅） 地球規模での重大な(40%以上）絶滅
• （生態系） ～40%の生態系に影響。陸域生物圏が正味炭素放出源化
• （食糧） 低緯度地域：全ての穀物生産性の低下

いくつかの地域で穀物生産性の低下
・ （沿岸域） 海面上昇により世界の沿岸湿地の約30%が消失
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気候変動がビジネスに与える影響（リスク・機会）

 自然災害による被害は、特に近年激甚化しており、気候変動が企業の

持続可能性を脅かすリスクとなりつつある。

 脱炭素化によって、リスクの回避、機会の獲得を目指す動き潮流に。

☆ 気候変動に関する規制強化に、対応できない企業が淘汰される？
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世界の国別温室効果ガス排出量（世界計341億トン）

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブ・サイトより

一人当たりでみると世界平均はCO2年間4.4トン/人
日本は温室効果ガス排出、年間約9トン/人で、成績は良くない

温室効果ガス排出の現状

資料: GLOBAL NOTE 出典: BP
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気候変動問題への世界各国の対応

世界の温室効果ガス削減目標

産業革命前と比べて1.5℃以内の上昇に抑えるためには、
2030年に45%減、2050年前後に正味ゼロにする必要がある。

2030年中期目標 長期目標

英国
少なくとも▲68%（1990年比）

（2013年比▲55.2%相当）
2050年少なくとも

▲100％（1990年比）

独 ▲65%（1990年比） 2045年排出実質ゼロ

EU
少なくとも▲55%（1990年比）

（2013年比▲44%相当）
2050年排出実質ゼロ

米国
▲50～52%（2005年比）

（2013年比▲45～47%相当）
2050年排出実質ゼロ

日本 ▲46%（2013年比） 2050年排出実質ゼロ

中国
2030年迄に排出量を削減に転ずる

（GDPあたり排出量を2005年比65%超削減）
2060年CO2排出実質ゼロ
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気候変動問題への日本の対応

カーボンニュートラルの実現に向けた方向性
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気候変動イニシアチブの背景

近年、国際的イニシアチブが台頭し、グローバル企業において気候
変動対策の一環として情報開示・評価が盛んに行われている。

• 対象となる取り組みとしては、SBT、CDP、TCFD、RE100 など。

• 日本でも2018年7月に、気候変動対策に積極的にとり組もうとする企業や自
治体、NGO等の情報発信や意見交換を強化するため、緩やかなネットワークと
して、「気候変動イニシアチブ（Japan Climate Initiative)」を設立し、多数
の企業が参加している。

• これらの取り組みはすべて法的拘束力を持たないものであるが、参加を怠ると
ビジネスリスクとして影響するおそれがある。

• これらのイニシアチブのすべてが、検証を必要とするものではないが、これらに
対する検証機関の対応について説明申し上げます。

12
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民間による自主的な気候変動対策の推進

政府によるカーボンプライシングの推進

資本市場やサプライチェーンからの要求、例えば、環境対
応に率先して取り組む大企業のScope3削減対策により、
様々な企業において自主的な対応が必要

現状では、-----

パリ協定（温暖化対策の政府レベルでの国際的な枠組み）
「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、

1.5℃に抑える努力をする」

＜規制に基づく
対応

資本市場や顧客
要求に基づく対応＜産業界や

貿易国との
調整が必要

・先行
・インパクト大

気候変動イニシアチブ
(SBT,CDP,TCFD)
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様々な気候変動イニシアチブ（概要）

 SBT（Science Based Targets）
パリ協定の「2℃目標」レベル以上の野心的なCO2削減目標設定を促す取り組み

→ 目標年は基準年から最短5年、最長15年以内
→ Scope1、2の毎年の削減率は前年度比2.5％以上（4.2％推奨）
→ Scope3の排出量が全体の40％以上の場合はScope3も対象

 CDP（旧名称：Carbon Disclosure Project）
世界の有力企業に対して環境インパクト（気候変動、森林、水）に関する質問書を発出
環境インパクトに関するリスクや機会、SBTやTCFDへの対応、再エネ導入等を質問
その回答を公表し、投資家、購買企業等が意思決定に活用する仕組み
投資家・サプライチェーン企業による意思決定に大きな影響

 TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）
企業の気候変動関連のリスクと機会の開示を求める活動
2022年4月に予定される東証一部の再編にあたり、最上位のプライム企業となる
ためには、TCFD対応が必須

 RE100
消費電力の100％を再エネに切り替えることを、企業に促す取り組み
単なる再エネの調達にとどまらず、再エネ電源の新規開発を促す
Appleは自社のRE100を早々に達成し、サプライヤーにも再エネ100％を要求
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 現在の予想軌道では世界の平均気温は今世紀末までに2.2℃～4.4℃上昇す
るとされている。現在の国家レベルでのコミットメントでの下でさえ、2030年
の世界排出量は1.5℃シナリオで設定されている目標排出量よりも、およそ
90％高くなる見込み（Climate Action Tracker 2018年）

 このため、あといくら排出しても良いかという炭素予算を設定したうえで、今後
の排出シナリオを設定し、排出総量や排出原単位を減らしていく手法

【開発の背景】

SBTの概要

炭素予算
温暖化が一定の気温の閾値を超える前に、大気に放出できる 限りある炭素量

排出シナリオ
経時的に利用可能な炭素予算を割り振る方法を示す

配分アプローチ
ある排出シナリオの基礎となる炭素予算が企
業間に同じレベルで分割され配分される方法
を指す
（例えば、地域、セクターあるいは世界ごと）

収 束
あるセクターの全企業が、世界の気
温経路によって決められたように、
ある年までに排出原単位を共通の
数値に減らす

収 縮
全企業が、当初の排出量に関係なく、
排出総量または経済排出原単位を
同じ比率で削減する
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SBTの概要

【SBTの具体的要求】

 目標が正式に発表された日から最短5年～最長15年を対象とする

 Scope1、2排出量の削減量は2℃を十分に下回る水準又は1.5℃を目指す
脱炭素化経路と合致する

 企業全体のScope1、2排出量の少なくとも95％をカバーする

 SBTの進捗を把握するため、Scope2排出量は、一つの特定の算定アプローチ
（ロケーション基準又はマーケット基準）を継続的に使用

 Scope3排出量が大きい（ Scope1、2、3合計の40％超）企業の場合、
Scope3排出量の目標を設定

Scope3の目標は、科学的目標と整合する必要はないが、野心的で、測定可能
であること

どのようにバリューチェーンの主なGHG排出源に対処していくか明確にすべき

 Scope3の目標バウンダリは、バリューチェーン排出量の大部分を含むことが
望ましい
（例えば上位三つの排出源カテゴリや、Scope3排出量の合計の2/3である）
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SBTの排出総量削減シナリオイメージ

出典：国際的な気候変動イニシアチブへの対応に関するガイダンス，経済産業省・環境省（2021年3月最終改定）

2050年までに2010年比で排
出 量を49～72％削減
（SBTマニュアルより）

2050年までに2010年比で排
出量を70～95％削減（同上）

【排出シナリオ】
 パリ協定の「2℃目標」レベル以上の野心的なCO2削減目標を設定することを

促している（毎年の削減率は、Scope1、2の場合、前年度比2.5％以上である
こと、4.2％以上を推奨）

SBTの概要
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SBTの概要

 目標設定手法は、以下の三つ

① 排出総量削減アプローチ：
Scope1、2排出量について、2℃を十分に下回るシナリオの場合、少なくとも毎
年2.5％の削減、1.5℃シナリオの場合4.2％の削減
Scope2に関しては、再エネ電力の調達比率を2025年までに80％、2030年
までに100％にするとの目標でも良い
Scope3排出量は2℃シナリオでも可

② 部門別脱炭素化アプローチ：
排出原単位の収束を用いて物理的原単位目標を設定するScope1、2のみを
対象（現時点では、 2℃を十分に下回るシナリオに対応したもののみ開発済み
／7セクター）

③ 経済的原単位削減アプローチ：
Scope1、2は2℃を十分に下回るシナリオ又は1.5℃シナリオに沿った排出量
総量の削減につながる場合にのみ認められる
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CDPの概要

１．CDPは2000年に英国で設立された国際的な環境非営利団体であり、「人々と地球にとって、健全で豊かな
経済を保つ」ことを目的に活動している

２．その目的達成に向けて、CDPは、投資家、企業、自治体に対して働きかけ、それぞれの環境インパクトに関す
る情報開示を促している

３．CDPの情報開示システムは、世界経済における環境報告のグローバルスタンダードとなっており、企業や
自治体の環境インパクトに関する世界最大のデータセットを保有している

４．世界中の投資家、購買企業、政策決定者は、CDPに集められた情報を活用し、データに基づいた意思決定を
行っている

CDPを通じた企業の情報開示状況（2003年～2020年） CDPの活動規模
（2020年）

 投資運用総額106兆米
ドル超

 515を超える投資家

 購買力4兆米ドルを
超える155以上のサ
プライチェーンメンバー

 800以上の都市、
120を超える州・地域
が環境インパクトを開示

［注］一般社団法人CDP 
Worldwide-Japan のHPで公
開されている資料を抜粋・編集
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CDPの概要

CDPの情報開示システム

［注］一般社団法人CDP Worldwide-Japan のHPで公開されている資料を抜粋・編集
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CDP（気候変動）の概要

CDP回答書の採点と公表CDP回答書(気候変動)の作成と提出

［注］一般社団法人CDP Worldwide-Japan のHPで公開されている資料を抜粋・編
集

モジュール 内容

C0 基本情報 企業概要、報告年、バウンダリ設定

C1 ガバナンス 気候関連課題の社内での扱い・体制

C2 リスク･機会 自社にとってのリスク・機会の詳細

C3 事業戦略 事業戦略・財務計画への反映
シナリオ分析・低炭素移行計画について

C4 目標と実績 削減目標や削減活動による削減実績

C5 排出量算定方法 温室効果ガス(GHG)の算定方法

C6 GHG排出量 スコープ1,2,3の排出量

C7 排出量詳細 C6回答の国・ガス種・部門・拠点別等による分類

C8 エネルギー エネルギー消費、低炭素エネルギー消費量の報告

C9 追加指標 部門別に生産量や関連指標の報告

C10 第三者検証 スコープ1,2,3(等)の第三者検証

C11 ｶｰﾎﾞﾝﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ 炭素税・排出量規制、内部ｶｰﾎﾞﾝﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ

C12 ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ/協働 ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ,顧客,その他への気候関連の協働活動

(C13/Ｃ14) (農業・食品等・林業製紙業/金融分野向け質問)

C15 サインオフ 回答についての最終承認者記載

リーダーシップレベル（A－,A）
・環境問題の管理でベストプラクティスの実行を示す。
・環境問題を自社の事業に沿って理解し、その認識や実行
したアクションについて説明できている。
［注］Aスコアの企業は、Aリスト企業(＝優秀企業)として
認定。
マネジメントレベル（B－,B）
・環境リスクやその影響に対するアクションをとっているこ
とを示す。
・環境リスクやその影響をトラッキングし、緩和したりなく
したりしようとしている。
認識レベル（Cー,C）
・事業で環境問題の影響を考慮していることを示す。
・開示による透明性を高めるところから進んで、環境問題
に関する認識を深めている段階。
情報開示レベル（Dー,D）
・状況把握の初期段階を示す。
・質問書に回答する準備ができているが、スチュワード
シップに向けた努力は成熟していない。
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TCFDの概要（Task force on Climate-related Financial Disclosures）

［注］環境省公開資料：「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ~気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイドver3.0~」より抜粋
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TCFDの概要（Task force on Climate-related Financial Disclosures）

［注］環境省公開資料：「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ~気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイドver3.0~」より抜粋
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TCFDの概要（Task force on Climate-related Financial Disclosures）

［注］環境省公開資料：「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ~気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイドver3.0~」より抜粋
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【TCFD提言で求められる開示内容】

TCFD提言の「戦略」項目において気候変動シナリオ分析の実施が推奨されている

［注］環境省公開資料：「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ~気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイドver3.0~」より抜粋

TCFDの概要（Task force on Climate-related Financial Disclosures）

要求項目 ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標

項目の詳細

気候関連のリスク及び
機会に係る組織のガ
バナンスを開示する

気候関連のリスク及び機会
が組織のビジネス・戦略・財
務計画への実際の及び潜在
的な影響を、重要な場合は
開示する

気候関連のリスクについて
組織がどのように選別・管
理・評価しているかについ
て開示する

気候関連のリスク及び機会
を評価・管理する際に使用
する指標 と目標を、重要
な場合は開示する

推奨される
開示内容

a)気候関連のリスク及

び機会についての取締

役会による 監視体制

の説明をする

a)組織が選別した、短期・

中期・長期の気候変動のリ

スク及び機会を説明する

a)組織が気候関連のリス

クを 選別・評価するプロ

セスを説明する

a)組織が、自らの戦略と

リスク管理プロセスに即

し、気候関連のリスク及

び機会を評価する際に

用いる指標を開示する

b)気候関連のリスク
及び機会を評価・管理
する上での経営者の
役割を説明する

b)気候関連のリスク及び機
会が組織のビジネス・戦略・
財務計画に及ぼす影響を
説明する

b)組織が気候関連のリ
スクを管理するプロセス
を説明する

b)Scope1,Scope2及
び該当するScope3の
GHGについて開示する

c)2℃以下シナリオを含む
様々な気候関連シナリオに
基づく検討を踏まえ、組織
の戦略のレジリエンスにつ
いて説明する

c)組織が気候関連リスク
を識別・評価・管理するプ
ロセスが組織の総合的リ
スク管理においてどのよう
に統合されるかについて
説明する

c)組織が気候関連リスク
及び機会を管理するため
に用いる目標、及び目標
に対する実績について説
明する

（従来の情報開示制度との違い）
シナリオ分析の実施

TCFDが提言する気候変動に関する具体的なシナリオ分析を用いた情報開示を推奨
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TCFDの概要（Task force on Climate-related Financial Disclosures）

［注］環境省公開資料：「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ~気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイドver3.0~」より抜粋

【参考】シナリオ分析とは？
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日本経済新聞より抜粋

TCFDの最新動向（Task force on Climate-related Financial Disclosures）

• 日本では2022年4月以降、上場企業の一部に新しい
指針に基づく開示ルールが事実上、義務づけられる。
プライム市場上場企業において、TCFD 又はそれと
同等の国際的枠組みに基づく気候変動の開示

• 脱炭素への移行に伴う事業や戦略の変更計画、
移行を支援するための行動や計画といった情報開示
が求められる。「少なくとも5年ごとに見直し、
必要に応じて更新する必要」

企業によるESG への取り組みを評価する上で
重要なESG 情報を開示するための基準が乱立

TCFDの指針をもとに国際会計基準をつくるIFRS財団がより具体的な
国際ルールづくりを進める方針で、22年6月にも公表
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RE100の概要

【目的及び実施主体】

事業活動で用いる電力を2050年までに全て再生可能エネルギーとする
国際環境NGOであるThe Climate Group（英国）が、CDPの協力を得て2014

年から実施

【対象企業及び電力再エネ化の対象】

年間の電力消費が10億kWh以上の企業、それ以下
の場合であっても多国籍企業等が参加可能

電力再エネ化の対象
・全てのScope2排出
・報告企業の自家発電に伴うスコープ1排出
・50%以上の資本を保有しているブランドや

企業グループの全ての企業と活動
・50%以下の資本を保有している企業は個別に判断

【再エネ化の期限と手段】

 2050年までに100%。途中経過として2030年までに60%、 2040 までに90%
 RE100の特長として，再エネ電力の調達方法を以下の2種類に分類し，後者②に

よる調達を推奨している。
①系統に既に存在する設備やFITの規制で導入された設備からの調達
②需要家自らが投資を行い，再生可能エネルギー発電設備を設置して、そこから調達

2040 年20502030現在

100%

90%

60%

再エネ割合
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29[出所]環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム RE100 詳細資料（
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/intr_trends.html#no09）より作成

RE100における再エネ電力の具体的な調達手法

“再エネ電力”の定義
太陽光(熱)、風力、水力、バイオマス(バイオガスも含む)、地熱 （原子力は含まず）

調達手法
１．企業が保有する発電設備による自家発電
２．企業の敷地外に設置した他社が保有する設備からの電力購入
３．企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入
４．企業の敷地外に設置した発電設備から系統を経由して直接調達
５．電力小売りとの契約（再エネ由来電力メニュー）
６．購買者と同じ電力市場内の再エネ電力設備による再エネ電力証書の購入

オフサイト設備（敷地外）

オンサイト設備（敷地内）

自社所有/他社所有

「再エネ調達」を

主張する消費者

専用線

専用線

系統網

卸取引所 電力

再エネ電
力証書

小売電気

事業者

再エネ

電力メニュー

発電者

契約で電源構成を保証

発電者

再エネ電力を、「再エネ価値」と

「電力価値」に分離して販売

再エネ

電力証書
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・GHG排出量
とりまとめ

・CDP気候変動質問書への回答
・TCFD対応

・RE100認定 ・SBT認定
1年目

2年目

3年目
4年目

気候変動イニシアチブへの対応

気候変動への
的確な対応

 様々な気候変動イニシアチブ対応に係る総合的なステップアップメニュー

 最初のステップとして自社のGHG排出量インベントリの作成
 GHG排出量インベントリ作成のシステム構築
 検証機関によるGHG排出量検証
 検証声明書（GHG保証声明書）発行及びCSRによる対外的発信

30
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目 次
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3. GHGプロトコル(Scope1,2,3)とモニタリング

4. Jクレジット制度活用のススメ
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事業者による気候変動イニシアチブの対外発信方法(1)

 事業者が対外的に発信する手段としては、一般的に
CSRレポート(サステナビリティ報告書)が用いられ
る。環境、社会、経済、人権等含む。

 そのガイドラインとしては、
G4 サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン
Part 1 報告原則および標準開示項目
Part 2 実施マニュアル

 その中の環境側面：大気への排出として温室効果ガ
ス（GHG）の排出は、オゾン層破壊物質、NOx、SOx、
その他重大な大気への排出物についての指標ととも
に位置づけられている。

 GHG排出に関する報告はGHGプロトコル事業者
算定・報告基準（GHGプロトコル）の報告要求
事項による。

 その他「GHGプロトコル事業者バリューチェーン
(Scope３)算定・報告基準」や「GHGプロトコル・プ
ロジェクト排出量算定基準」等の使用が必要。

32



事業者による気候変動イニシアチブの対外発信方法(２)

GHGプロトコル 事業者算定・報告基準（GHGプロトコル）の内容

はじめに GHGプロトコルイニシアチブ
第1章 温室効果ガス排出量の算定と報告の原則
第2章 インベントリの事業者目的とその設計
第3章 組織境界の設定
第4章 活動境界の設定
第5章 排出量の経時的把握
第6章 温室効果ガス排出源の特定と排出量の算定
第7章 インベントリの質の管理
第8章 温室効果ガス削減量の算定
第9章 温室効果ガス排出量の報告
第10章 温室効果ガス排出量の検証
第11章 温室効果ガス目標の設定

＊第１章の原則には、目的適合性(Relevance)、完全性
(Completeness)、一貫性(Consistency)、透明性
(Transparency)、正確性(Accuracy)の５原則がある。

＊第3章の組織境界には、「出資比率基準」と「支配力基準」があり、
支配力基準には「財務支配力基準」及び「経営支配力基準」がある。
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事業者による気候変動イニシアチブの対外発信方法(3)

GHGプロトコル事業者バリューチェーン(Scope３)
算定・報告基準の内容

第1章 緒言
第2章 事業目標
第3章 段階と要求条件の要旨
第4章 算定と報告の原則
第5章 Scope３排出物の内容鑑定
第6章 Scope３の境界の設定
第7章 データの収集
第8章 排出量の配分
第9章 GHG削減目標の設定及び排出量の経時的追跡
第10章 保証
第11章 報告

 スコープ３排出量の算定技術ガイダンスの内容
プロトコル事業者バリューチェーン(Scope３)算定・報告基準の補足

このガイダンスでは複数の具体的算定方法が示されている。
これらの方法の中で固有度の高いものから品質の高い排出量デー
タが得られるとしている。不確実性を低める努力が必要となる。
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事業者による気候変動イニシアチブの対外発信方法(4)

35
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No カ テ ゴ リ 算 定 対 象

1. 購入した物品・サービス
報告対象年に購入又は取得した物品･サービスの採取･製造･輸送
（但し、以下カテゴリ２～８に含まれないもの）

2. 資本財 報告対象年に購入又は取得した資本財の採取･製造･輸送

3.
燃料及びエネルギー関連
活動（Scope1,2 に含ま
れるものを除く）

報告対象年に購入又は取得した燃料･エネルギーの採取･製造･輸送
（Scope１,２で算定されるものを除く）

4. 上流側の輸送及び配送

報告対象年に購入した製品についてTier1（直接）サプライヤーと
当該企業間の輸送及び流通、及び、利用した輸送･流通サービス
並びに当該企業の施設間の輸送･流通
（報告企業が所有または支配していない車両及び施設によるもの）

5.
事業活動から排出される
廃棄物

報告対象年に事業活動から排出される廃棄物廃棄･処理
（報告企業が所有又は支配していない施設によるもの）

6. 出張
報告対象年における業務関連の活動のための従業員の移動
（報告企業が所有または運営していない車両等によるもの）

7. 従業員の通勤
報告対象年における従業員の自宅と職場間の移動
（報告企業が所有または運営していない車両等によるもの）

8. 上流側リース資産
報告対象年に報告企業（賃借企業）が賃借した資産の運用･稼働
（Scope１,２に含まれないもの）：賃借企業が報告

Scope3 カテゴリの詳細 (企業活動の上流)

Scope3 各カテゴリの詳細 (上流部分)
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No カ テ ゴ リ 算 定 対 象

9. 下流側の輸送及び配送
報告対象年に販売した製品の、当該企業の事業と最終消費者（小売業者と倉庫を含
む）間の輸送･流通
（報告企業が所有又は支配していない車両及び施設によるもの）

10. 販売した製品の加工
報告対象年に下流側企業（製造業者など）に販売した中間製品の下流側企業による
加工

11. 販売した製品の使用 報告対象年に当該企業が販売した製品の使用（使用段階の排出）

12. 販売した製品の廃棄 報告企業が販売した製品の廃棄･処理

13. 下流側リース資産
報告企業（賃貸企業）が所有し報告対象年に他の企業にリースした資産の運用･稼働
（Scope１,２に含まれないもの）：賃貸企業が報告

14. フランチャイズ
報告対象年におけるフランチャイズ事業
（Scope１,２に含まれないもの）：フランチャイズ本部が報告

15. 投資
報告対象年における投資（株式投資、債券投資、プロジェクトファイナンスなど）の運
用によって生ずる排出（Scope１,２に含まれないもの）

Scope3 カテゴリの詳細 (企業活動の下流)

Scope3 各カテゴリの詳細 （下流部分)



事業者による気候変動イニシアチブの対外発信方法(5)

 検証機関の「保証」について：

COP6.5及びCOP7でCERなどのクレジットが善意の第三者にわたり、検証機関の不
具合により失効する事態が生じた場合、検証機関が責任を取り損害賠償することが合意
された。それにより検証機関は、原則として、保険会社と契約しそのような事態に備える
こととなっている。

一方、近年の気候変動イニシアチブに関する検証に於いては、検証結果により投資が決定
されることが予想され、単に検証だけではなく保証が求められる時代に入っている。

その為検証機関には、検証のみならず保証基準に基づく保証が
必須となっている。

保証の概念は、英国のNGOであるAccountability が発行して
いる以下の基準文書類に記載があり、GHGプロトコルを含む
GRI G4の検証に採用されている。
１） AA1000 保証の原理
２） AA1000 保証基準
３) AA1000  ステークホルダーエンゲージメント基準

ISO14064-3に、検証のみならず「保証」について規定がある。
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事業者による気候変動イニシアチブの対外発信方法(６)

 GHGプロトコル基準類に対応するISO規格：

ISO14064-1 GHG排出量・吸収量の組織レベルの算定・報告規格
ISO14064-2 GHG排出削減・吸収量増大のプロジェクトレベルモニタリング報告規格
ISO14064-3 GHG検証規格（保証概念含む。）
ISO14065     GHG検証機関の認定に関する規格
ISO14066 GHG妥当性確認・検証チームの力量要求事項
その他関連ISO規格
ISO14067     製品のカーボンフットプリント規格
ISO14044     環境マネジメントーライフサイクルアセスメント規格
＊ISO規格はISO9001及びISO14001と合わせてシステム化しやすい。
＊ISO14064-1のすべての条項に準拠していないとの理由で検証不合格とはならない。

 監査法人系検証機関の使用する規格：

ISAE3000 財務情報の監査又は照査以外の保証業務
ISAE3400      財務的予測及び推定
ISAE3410 GHG声明書に対する保証業務
＊ISAE3000はGHG以外の環境側面の検証にも対応している。
＊ISAE3000（改訂）が現在使用されている。

39
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モニタリングにおける原則

原則 定義 具体例

適合性
温室効果ガス算定のベースが、規格その他
基準（スキーム、方法論）に準拠しており、適
切な方法が選択されていること。

基準、規格、方法論の趣旨を正しく理解し、独自
の方法が使用されていないか？

完全性
境界内の排出源が漏れなく特定され、算定
対象となる全排出源について温室効果ガス
排出・吸収量が漏れなく算定されていること。

排出源のカウント漏れはないか？
該当期間分は全て網羅されているか？

一貫性
同一の方法やデータ類を使用し、各算定対象
年度において排出量が比較可能なように算
定が行われていること。

一昨年、昨年・・・と比べて同一の基準が用いら
れているか？

透明性
情報の利用者が合理的な確信をもって判断
できるよう、温室効果ガスに係る十分かつ適
切な情報が開示されること。

必要なデータが必要な量、開示されている
か？

正確性
偏りと不確かさを可能な限り減らし、要求さ
れる精度が確保されていること。

計量器、計測方法における不確かさは低く抑え
られているか？
（＝重要性、マテリアリティー）

保守性
温室効果ガス排出削減・吸収量が過大評価
されないことを確実にするよう、保守的な手
順、数値が用いられていること。

削減量の算出において、より大きい削減となる
ような方法が意図的に使用されていないか？
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 モニタリングの順序は、以下の通り

① 算定方針を決定 ：

・スキームによるものは、各制度文書が算定方針となる。
Jクレジット制度 ☞ Jクレジット制度文書
SHIFT（旧ASSET制度） ☞ SHIFT(旧ASSET)制度文書

・企業の排出量モニタリング等では、ISO等の国際基準を使用することが多い。
検証基準： ISO14064-3、ISAE3000(環境側面全般)
算定基準： GRI G4、GHGプロトコル、等

② データ収集項目を整理し、データを収集 ：

・購入したエネルギーデータ（重油、軽油、灯油）
・使用したエネルギーデータ（電気代、ガス代請求書）
・購入した製品・サービスの量、金額データ（会計、調達データを使用）

③ 収集したデータを基に、排出量を算定 ：

エネルギー使用量 × 該当係数 ＝ 排出量
（単位発熱量）

モニタリングの流れ
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モニタリングの流れ

ＧＨＧ排出量の計算

活動量 排出原単位 排出量

Scope1
(燃料の使用)

燃料の使用量 ×
燃料別の
排出係数 ＝ 排出量

Scope2
(電気の使用)

電気の使用量 ×
該当年の

電力排出係数 ＝ 排出量

Scope3
(その他排出)

購入した製品・
サービス量 × 排出原単位 ＝ 排出量

サプライチェーン排出量 = Scope1 + Scope2 + Scope3
※ 最低限 Scope1 + Scope2 の報告は必要
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JクレジットにおけるISO認証のポイント

ISO14064-3 における検証の定義
「定められた基準に照らして、検証機関が、ある組織又は

プロジェクトの GHG に関する声明書を評価するプロセス」

定められた基準 ＝ 範囲（バウンダリ）、基準文書、Ｊクレジット制度文書による
GHGに関する声明書 ＝ 各事業者がモニタリングした結果
評価するプロセス ＝ 結果に対して保証声明書を発出する

Jクレジット
利用者

事業者 審査機関

独立（利害相反がない）

クレジットの
説明責任

事業者が創出した
クレジットの保証ＧＨＧ

主張

二重責任の原則

☆ 事業者の責任
適切な情報を作成し、開示する

☆ 審査機関の責任
事業者が作成した情報を、
基準文書に則り検証を行い、
第三者としての意見表明を行う。

事業者と審査機関の両者で信頼性の高い
環境情報をJクレジット利用者に対して提供
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合理的保証と限定的保証

保証水準の定義

〇保証水準 （検証をどこまで精緻に行うかの水準）
保証水準は、合理的保証と限定的保証の二つのレベルの保証内容に分かれる。

■合理的保証（reasonable assurance）：高い水準での保証。その主張が適正であ
ることを積極的に保証。報告書においては、適正か不適正か、明確に意見を表明す
る。 また、重要性の閾値(合否基準)についての合意が必要。
声明書文例「（～主張の内容～）が適正であると認める。」

■限定的保証（limited assurance）：低い水準での保証。その主張が誤りがないこ
とを消極的に保証。
声明書文例「（～主張の内容～）に誤りは認められなかった。」

※「合理的」とは、「絶対的」の対比の考え方。排出量は燃料使用量を把握するための計測器の精度等の技術的な
限界が伴い、また、時間的・費用的制約から検証対象となるデータを全て精緻に検証することは難しい。この
ため、「絶対的な」保証ではなく「合理的」保証（すなわち真の値と比べ100%ではないが、制度目的を踏まえ
て十分に高い水準で適正であると認められる）を求めている。

☆排出量取引制度（Jクレジット、企業の排出量算定）においては、算定結果そのものが
経済取引の基礎となるため、合理的保証が求められる。
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合理的保証と限定的保証

（参考）保証水準による検証例

（例）・・・赤球がたくさんが入った箱があり、本当に赤玉だけかどうか？ 検証する。

〇合理的保証の考え方：重要性の閾値及びリスクを考慮し、十分な数のサンプリングを
行い、箱の中の赤球全体について判断を行う。 例：「赤玉だけであると相当に高い確
証を持って言える」（積極的）

〇限定的保証の考え方：可能な範囲の数のサンプリングを行い、調べた範囲では赤玉
以外は入っていなかったことを保証する。 例：「見た限りでは赤玉だけでない証拠は
見当たらなかった」（消極的） ⇒二重否定で表現される
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成長戦略実行計画におけるJクレジット（１）

成長戦略実行計画（2021年６月18日閣議決定）

第３章 グリーン分野の成長
２．カーボンプライシング

 カーボンプライシングなどの市場メカニズムを用いる経済的手法の導入。
 国際的な民間主導でのクレジット売買市場の拡大の動きが加速化している。我が国における

炭素削減価値が取引できる市場（クレジット市場）の厚みが増すような具体策を講じ、気候変
動対策を先駆的に行う企業のニーズに早急に答えていく 。

 具体的には、Ｊクレジットや非化石証書などの炭素削減価値を有するクレジットに対する企業
ニーズが高まっており、これらのクレジットに係る既存制度を見直し、自主的かつ市場ベース
でのカーボンプライシングを促進する。

 炭素税や排出量取引については、負担の在り方にも考慮しつつ、プライシングと財源効果両面
で投資の促進につながり、成長に資する制度設計ができるかどうか、専門的・技術的な議論を
進める。

 その際、現下の経済情勢や代替手段の有無等、国際的な動向や我が国の事情、先行する自治体
の取組、産業の国際競争力への影響等を踏まえるものとする。

 加えて、我が国は、自由貿易の旗手としての指導力を存分に発揮しつつ、これと温暖化対策を
両立する公正な国際ルールづくりを主導する。その際、炭素国境調整措置に関する我が国とし
ての基本的考え方を整理した上で、 EU等の議論の動向にも注視し、戦略的に対応する。

実行計画において、Jクレジット等のカーボンプライシングに対する高まりが
認識されると共に、より促進するための検討が計画されている。
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グリーン成長戦略におけるJクレジット（２）

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（2021年６月１８日）

３．分野横断的な主要な政策ツール
（４）規制改革・標準化
③市場メカニズムを用いる経済的手法（カーボンプライシング等）

 市場メカニズムを用いる経済的手法（カーボンプライシング等）は、産業の競争力強化やイノ
ベーション、投資促進につながるよう、成長に資するものについて、躊躇なく取り組む。（経済
産業省及び環境省の連携して検討）成長戦略の趣旨に則った制度を設計。マクロ経済・気候変
動対策の状況や、脱炭素に向けた代替技術の開発状況等を考慮し適切な時間軸を設定し、検
討を進める。

 J クレジットや非化石証書等の炭素削減価値を有するクレジットに対する企業ニーズが高まっ
ている情勢に鑑み、まずは、これらのクレジットに係る既存制度を見直し、自主的かつ市場
ベースでのカーボンプライシングを促進するとともに、引き続き、炭素税や排出量取引につい
ては、負担の在り方にも考慮しつつ、プライシングと財源効果両面で投資の促進につながり、
成長に資する制度設計ができるかどうか、専門的・技術的な議論を進める。

 その際、国際的な動向や多くの企業が脱炭素化に意欲的に取り組んでいることも含めた我が
国の事情、先行する自治体の取組、企業の研究開発や設備投資への影響も含めた産業の国際
競争力への影響等を踏まえた専門的・技術的な議論が必要である。

成長戦略においても、Jクレジットが競争力強化やイノベーションに繋がるもの
として、躊躇なく取り組むことが明言されている。
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グリーン成長戦略におけるJクレジット（３）

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（2021年６月１８日） 続き

 （ⅰ）クレジット取引
政府が上限を決める排出量取引は、制度設計次第ではCO2排出総量削減が進むなどの利
点があるが、経済成長を踏まえた排出量の割当て方法の在り方などの課題が存在している。
引き続き、専門的・技術的に議論を進める 。
自主的なクレジット取引に関しては、日本でも、民間企業が ESG 投資を呼び込むためにカー
ボンフリー電気を調達する動きに併せ、小売電気事業者に一定比率以上のカーボンフリー電
源の調達を義務付けた上で、カーボンフリー価値の取引市場や、Jクレジットによる取引市場
を整備しており、更なる強化を検討する。
具体的には、
① カーボンフリー価値として、再エネ・原子力だけでなく、水素・アンモニアを対象に追加す

ることを検討する。
② カーボンフリー価値を自動車・半導体等の製造業を始めとした最終需要家が調達しやす

くなるよう、取引市場の在り方の見直しを検討していく。
2021年3月、経済産業省の制度検討作業部会で、需要家が市場取引に参加できる形で
の、再エネ価値の取引市場を新たに創設することを提起し、引き続き、検討を進める。

③ J クレジットにおいては、森林経営・植林由来や中小企業等の省エネ・再エネ設備の導入、
国等の補助事業に伴う環境価値のクレジット化の推進、水素・アンモニア・ CCUS／カー
ボンリサイクル等、新たな技術によるクレジット創出の検討等を通じ、質を確保しながら
供給を拡大する。 また、企業や、政府、自治体でのオフセットでの活用による需要拡大を
図る。

④ J クレジットの永続性の確保や利便性確保のためのデジタル化の推進、非化石証書等の他
の類似制度との連携、自治体との連携等の制度環境整備の検討を進める。



2021/11/15 01

50

Jクレジットの活性化に向けた検討

Step1

• 再エネ電力由来のク
レジットの調達

Step２

• 調達したクレジット
を無効化

活用するための方法

資料: Jクレジット制度 ホームページ
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Jクレジットの活用方法（様々な活用と注意点）

出典: Jクレジット制度ホームページ
説明資料
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カーボン・オフセット / カーボン・ニュートラル

カーボン・オフセット
排出量の全部又は一部を埋め合わせる。

カーボン・ニュートラル
排出量の全部を埋め合わせる。

カーボンマネジメント
自社の温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うこと。
それに加えて、
削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等を
購入する／または他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること

日本は2050年までに実現すると表明

企業活動により
排出されるCO2

J-クレジットによる
埋め合わせ
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日本海事協会（略称ClassNK）について

1899年（明治32年） 帝国海事協会創立
1920年（大正 9年） NK船級第1船竣工
1946年（昭和21年） 名称を日本海事協会と改める

(創立122年)

 NKの略称またはClassNKの通称で活動し、世界で運航さ
れる商船の約20％の検査を行う世界最大級の船級協会。

 人命及び財産の安全、さらに、地球環境の保全を期すことを
目的として活動。
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日本海事協会（略称ClassNK）について

130ヶ所の海外事務所（国内19ヶ所を含む）

 第三者認証機関として培った長年の知見と経験を活かし、 ISO 規格等に基づいた
品質、環境、労働安全衛生など様々なマネジメントシステムやGHG認証、再生可能
エネルギーに関わる認証サービスを展開。

 世界各地に配置した 130 の拠点を通じてサービスを提供し、経済・社会の発展の
貢献に努めています。
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陸上

海運

1. マネジメントシステム認証

 温室効果ガス（GHG）排出量の算定と検証
 SHIFT(旧ASSET)事業検証
 Jクレジット認証
 EU MRV(UK MRV)認証
 CCWG検証
 CSI検証
 ICAO CORSIA検証

3. 温室効果ガス（GHG）認証

航空

認証サービス事業

2. 再生可能エネルギー認証

 世界中で地球温暖化問題に積極的に取り組むなか、各国とも本格的にGHG対策をスタートさせ
ており、今後ますます拡大していくことが予想されます。環境対策への姿勢は、世界中のステーク
ホルダーへの大きなアピールとなり、いっそう厳しくなる環境規制への対応は不可欠な状況です。

 ClassNK によるTOTAL GREEN ASSURANCE は、大企業・中小企業にとっての大きなビジ
ネスツールとなります。

弊会の認証サービス
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Ｊクレジット審査機関として、審査（妥当性確認、検証）を実施

毎年、約30～50案件のJクレジット審査を行っています。

（バイオマス、エネルギー転換、太陽光発電、LED・・・他 ）

専⾨的知識を有する
審査員による審査

弊会の認証サービス（Ｊクレジット審査）



ご清聴ありがとうございました

【お問合せ先】
一般財団法人 日本海事協会 認証部

E-mail: ghg@classnk.or.jp
HP: https://www.classnk.or.jp 

A World Leader in Ship Classification


