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本資料の内容

 グローバル・バリューチェーン貢献量の評価ガイドラインを検討する上で関連する評価⼿法
の内容と指標活⽤の動向を紹介

ライフサイクルアセスメント（LCA）
ライフサイクル全体における環境負荷の量を定量的に評価する⼿法

評価対象︓製品・サービス・組織等
主な根拠規格︓ISO14040, ISO14044

（GHG特化としてはISO/TS14067）

SCOPE3基準
企業活動に関連するサプライチェーンGHG

排出量の算定基準
評価対象︓組織

主な根拠規格︓GHG SCOPE3 standard

Corporate standard
（SCOPE1,2）
評価対象︓組織

主な根拠規格︓GHG protocol 
Corporate standard

企業の排出責任の拡⼤

Scienced Based Target
(SBT)

企業の2℃⽬標に向けた中⻑期の⽬標を認定する仕組み
（⽬標数値の算定⽅法も提供）

SCOPE3について算定と
⽬標設定が必要

CDP気候変動質問書
企業の気候変動対応についての評価プログラム

（企業へのアンケート回答に基づく）

SCOPE3算定・把握も
評価ポイント

SBTの認定・対応状況も評価ポイント

削減貢献量
SCOPE3基準では把握しきれない

技術の貢献度を評価︖
評価対象︓製品、技術

（普及量を考慮）

ライフサイクル評価の思想を継承

ベースライン＆クレジット
（CDM等）

主な根拠規格︓ISO14064-2
The GHG Protocol for 
Project Accounting 

枠組みを簡素化できないか︖
（クレジット化までは考慮しない）

（環境負荷量の評価⼿法）
（指標活⽤の動向）

TCFD
企業の気候変動リスクに関する情報開⽰

のあり⽅を⽰す提案

排出量の把握 ベースラインからの削減量評価
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本資料の内容

 各動向と貢献量評価の関係性
削減貢献量を検討する上での参考となるポイント

参考となる点 削減貢献量で検討すべき課題

算定⼿法

LCA

 算定の⽬的・利⽤⽤途の例
 ⽐較対象（ベースライン）設定の適切

性（⽐較、⽐較主張の要求事項）
 算定範囲設定の適切性
 結果の第三者検証
 評価の時間軸の考え⽅

 算定範囲について、重要な排出源のみ
の設定を認めることとするか

 時間軸はライフサイクルではなく評価年
の保有製品に基づく⽅法を採⽤

ベースライン設定の応⽤
ISO14064-2

 ⽐較の適切性（ベースラインシナリオの
設定、追加性の考慮）

 算定範囲の適切性
 モニタリングの考え⽅
 結果の第三者検証

 プロジェクトの追加性の扱いについて
 モニタリング実施の扱いについて

Scope3基準排出量
 算定⽬的の違い
 算定範囲の考え⽅
 評価の時間軸の考え⽅

 Scope3と削減貢献量の対⽐（差し
引きを⾏うものではない）

指標活⽤
（動向紹介）

SBT
企業の気候変動関連の情報開⽰枠組みの動向
情報開⽰におけるバリューチェーン評価（Scope3、削減貢献量）の取り扱いCDP

TCFD
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LCA／カーボンフットプリントの概要
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環境負荷評価⼿法の特徴①（LCA／カーボンフットプリント）

製品Ａ

製品Ｂ

製造 輸送 使用 廃棄

環境負荷の例
・CO2
・NOx
・SOx
・BOD
・COD
・廃棄物

製品Aは、製品Bと比べて
使用時の環境負荷を削減
しているが、その代わり製
造時の環境負荷が増大し
ている。
結果的にライフサイクル
全体では、製品Aは製品B
に比べ、環境負荷が大きい。

・LCAは、ライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment）の略称。

・製品の「ゆりかごから墓場まで」 － 原料の採掘、製造、輸送、使用、廃棄といった製品のライフサイクル

全体にわたっての環境負荷を総合的かつ定量的に評価する方法。

・実際に見えている製品の使用段階だけではなく、製造や廃棄などの目に見えない所での環境影響まで

考えることが特徴
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環境負荷評価⼿法の特徴①（LCA／カーボンフットプリント）

【概要】
 1996年に根拠規格となるISO14040が発⾏（2006年改訂）
 2012年にはGHG排出量に特化した「カーボンフットプリント」の標準⽂書（ISO/TS14067）が発⾏
 製品に付随して⽣じ得る影響を理解し、対応するための⽅法を開発する、という⽬的で開発された技法
 製品・サービスのライフサイクル全体を対象に環境影響を定量的に評価する

【評価対象】
 基本的には製品・サービスが対象
 近年では組織へその適⽤範囲を拡⼤（ISO/TS14072:2014など）

【⼿法の利⽤⽬的】
 製品のライフサイクル中の環境パフォーマンス改善余地の特定
 意思決定者への情報提供（戦略的な計画⽴案等に資する情報提供）
 環境パフォーマンスの適切な指標の選択
 マーケティング（環境ラベル、環境主張の実施）

【⼿法の特徴】
 設定された⽬的及び調査範囲に従って製品システムの環境側⾯及び環境影響を、系統的な⽅法で評価
 相対的な評価結果の⽐較は、「機能単位」を同⼀として⾏われる
 算定の詳細度は、⽬的及び調査範囲によって変更しても良い
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環境負荷評価⼿法の特徴①（LCA／カーボンフットプリント）

【⼿法の特徴】
 使⽤段階・廃棄段階などで、未来に⽣じうる環境影響が包含される
 データベースの活⽤︓ライフサイクルにおける⾃社外の環境負荷量を把握することは困難であることから、LCA

実施に必要となる原単位（例︓鉄1kg製造時のCO2排出量）が⽇本、欧州など各国でデータベースとして
開発され、多くの場合、評価実施者はデータベースを活⽤して評価を実施している。

 モデル／シナリオの利⽤︓材料や製品の使⽤や廃棄プロセスは、使⽤者の使い⽅などにより多岐に渡ること
から、製品製造事業者では把握が困難なケースが多い。そのため、平均的な使⽤⽅法などのシナリオを設定
して評価を実施しているケースが多い。
→ 絶対的⼜は正確な環境影響を予測することを⽬的とした⼿法ではない

【主な活⽤シーン】
 ⾃社製品設計の環境負荷把握（環境へ悪影響を及ぼさないことの確認）
 ⾃社製品の環境影響に関する情報開⽰ → TypeⅢ環境宣⾔、カーボンフットプリントなど
 取引先製品の環境影響の把握（BtoBでの情報開⽰）
 技術開発の環境⾯の影響把握、削減効果の把握
 企業の環境対策評価の項⽬（⽇経環境経営度ランキング等）

→ ⼀部の評価ではカーボンフットプリントの取組みが企業リスクとして取り上げられているケースもあり
 ⾃社製品の環境優位性のアピール
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環境負荷評価⼿法の特徴①（LCA／カーボンフットプリント）

【⽐較主張（Comparative assertion）に係る要求事項（ISO14040/14044）】
 「⽐較主張」︓ある製品と同⼀の機能をもつ競合製品に対する優越性⼜は同等性に関する環境主張。

（⽐較調査は同⼀の機能単位で、同様の⽅法論的な考察によって⽐較されなければならない）
 ⼀般に開⽰することを意図する⽐較主張にLCAを⽤いることについて、特定の要求事項を適⽤する。
 削減貢献を「⽐較主張」の⼀種として捉える場合、ISO14040/ISO14044準拠とするには、以下の要求事項を満たすこと

が必要になる。
＜主な要求事項＞
 LCI調査は単独で使⽤してはならない。LCIAは実施されなければならない。LCIAは⼗分に包括的な⼀連の領域指標を

採⽤しなければならない。 → GHGのみの評価を前提には出来ない。
 インプット及びアウトプットのデータの最終的な感度分析には，合計に対する設定量（例えば，⽐率）以上に⼤きく累積

的に寄与するすべてのインプットが調査に含まれるように，質量，エネルギー及び環境⾯での重要度の基準を含めなけれ
ばならない。

 以下のデータ品質要件を扱わなければならない。
時間に関する範囲、地理的な範囲、技術の範囲、精度、完全性、代表性、整合性、再現性、データ源、
情報の不確かさ

 利害関係者は評価をクリティカルレビューとして実施しなければならない。／外部の利害関係者への誤解⼜は悪影響の可
能性を軽減するため、利害関係者の委員会がLCA 調査のクリティカルレビューを実施しなければならない。→ 他社製品と
の⽐較は事実上不可能に近い。

 感度及び不確かさに関する分析の実施
 より詳細な報告要求事項
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環境負荷評価方法 ②ベースライン設定の応用
（ISO14064-2）
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環境負荷評価⼿法の特徴②（ISO14064-2︓2006）

【概要】
 正式名称︓Greenhouse gases – Part2: Specification with guidance at the project level 

for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or 
removal enhancements

（温室効果ガス-第２部︓プロジェクトにおける温室効果ガスの排出量の削減⼜は吸収量の増加の定量化、
モニタリング及び報告のための仕様並びに⼿引）

 GHG対策の実施にあたり、GHGの排出量／吸収量を定量化し、そのモニタリング、報告及び検証が必要で
あるという背景より策定された国際規格ISO14064（３部構成）の⼀部、2006年発⾏（改訂中）
１部︓組織・企業のGHG排出量の算定・管理・報告
２部︓GHG排出量を削減するプロジェクトを対象とする削減量⼜は吸収量の増加の算定・管理・報告
３部︓検証（１部、２部で対象とする排出量、削減量、吸収量増加の検証）

【ISO14064-2の評価対象】
 GHG排出量削減もしくは吸収量増加に関する特定のプロジェクト

【規格の⽬的】
 企業等における定量化、モニタリング、報告の信頼性、⼀貫性、透明性を⾼めるための指針

（クレジット制度や削減量算定のプログラム、企業の独⾃算定の際に遵守すべき指針を⽰すもの）
 GHG削減プロジェクトの開発及び実施を促進
 GHG排出量の削減及び／⼜は吸収量の増加におけるパフォーマンス及び進捗状況把握の能⼒向上
 削減⼜は吸収量の増加によるクレジット付与及び取引を促進
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環境負荷評価⼿法の特徴②（ISO14064-2）

【⼿法の特徴】
 プロジェクト実施の場合（プロジェクトシナリオ）と実施しない場合（ベースラインシナリオ）のそれぞれの排出

量を算定し、その差分を削減量とする。
 ベースラインシナリオと追加性︓現状の維持、将来の規制を反映した、もっとも起こりうる可能性の⾼いシナリ

オを採択する。評価対象のプロジェクトは、ベースラインシナリオから追加性を有することが求められる。
 モニタリングの実施︓プロジェクト開始前の計画の妥当性確認と⼀定期間後の削減量の検証により、削減も

しくは吸収量増加の効果を確認する。
 適切な排出源︓ISO14064-2は削減量を算定するための適切な排出源の特定を要求している（ただし要

求事項の中でライフサイクルの考慮についての⾔及まではなし）。

【主な活⽤メリット】
 企業にとって、規制に基づかない⾃主的な算定を⾏う際の拠り所となる。
 国際標準に従って算定・検証を⾏うことで、対外関係者への算定結果の信頼性向上を図ることができる。
 ⾃治体等が新たに独⾃制度を設計する際の参考となる。
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環境負荷評価方法 ③Scope3基準排出量の概要
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環境負荷評価⼿法の特徴③（Scope3基準）

【概要】
 正式名称︓Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

（企業バリューチェーン（Scope3）の算定・報告に関する基準）
 2011年に発⾏された事業者・その他組織の活動に関するGHG排出量算定⽅法の基準。
 SCOPE1（企業の直接排出量）、SCOPE2（エネルギー（電⼒・熱等）利⽤に伴う間接排出）に対し

て、それ以外の間接排出が対象となる。SCOPE1、SCOPE2の補⾜⽂書として開発された。
 企業に算定・報告を義務化させるものではない。ただし、 GHG排出量把握の基準として、企業の情報開⽰

枠組み（CDP等）が積極的に活⽤していることから、多くの企業が取り組む結果となっている。

【基準開発及び発⾏主体機関】
 基準開発・発⾏の主体︓GHGプロトコル（WRI、WBCSDが共催するマルチステークホルダー⽅式の

パートナーシップ）
 GHGプロトコル⾃体は政府機関ではないが、ステークホルダーとして政府機関も深く寄与している
 国際的に認められるGHGの算定・報告の基準とツールを開発し、その適⽤促進をミッションとしている。

※WRI︓World Resource Institute、⽶国に本部を置く調査機関
※WBCSD︓World Business Council for Sustainable Development、欧州に本部を置く
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環境負荷評価⼿法の特徴③（Scope3基準）
Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standardから引⽤（ハードコピー）
（⽇本語仮訳は、みずほ情報総研によるもの）

報告企業 下流の活動上流の活動

企業の⾞両

企業の施設購⼊する電⼒、蒸気
温熱・冷熱

購⼊する
物品・サービス

資本財

燃料・エネルギー
関連活動

輸送・流通 事業から
発⽣する廃棄物

出張

従業員
の通勤

リース資産
輸送・流通

輸送・流通

販売した製品
の加⼯

販売した製品
の使⽤

リース資産

投資

フランチャイズ

販売した製品の
廃棄後の処理
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環境負荷評価⼿法の特徴③（Scope3基準）

【対象】
 事業者その他組織の活動（Scope1, Scope2以外の範囲）
 報告対象年１年間の排出量を算定することが基本

【基準開発の⽬的】
 標準化された基準によって費⽤効果が⾼くかつ正確・公正な排出量算定に役⽴つこと。
 事業者等がバリューチェーン排出および関連するリスクと機会を把握することを通して、スコープ3基準排出量を

削減するための効果的な戦略を策定する⼀助となること。
 事業者のバリューチェーン排出に関する⼀貫性と透明性の⾼い報告を⽀援すること。

【⼿法の特徴】
 Scope1、Scope2の算定と同じ連結事業者まで含めた組織境界の設定と連結基準が⽰されている。
 排出源を前スライドの通り15のカテゴリに明確に区分している。
 事業者の報告年の活動に関連するため、購⼊品の製造などに起因する排出量は報告年より過去の排出量

、販売した製品の使⽤や廃棄に起因する排出量は、報告年より未来の排出量が計上されることがある。
 中間製品の製造事業者等で、⾃社中間製品が多くの⽤途に利⽤されて、加⼯や使⽤段階が多岐にわたる

ことで、下流の排出量を合理的に予測できない場合は、下流排出量の算定をカテゴリごと除外することが
許可されている（明確な根拠を⽰す）。

 実態としては、LCAと同様に算定には多くのシナリオ・原単位の利⽤が⾏われている。→ LCAと同様、絶対
的⼜は正確な環境影響を予測することを意図してはいない。
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環境負荷評価⼿法の特徴③（Scope3基準）

 カテゴリ 報告年まで 報告年 報告後

1. 購入した物品・サービス

2. 資本財

3. 燃料・エネルギー関連の活動

4. 上流の輸送・流通

5. 事業から発生する廃棄物

6. 出張

7. 従業員の通勤

8. 上流のリース資産

9. 下流の輸送・流通

10. 販売した製品の加工

11. 販売した製品の使用

12. 販売した製品の廃棄後の処理

13. 下流のリース資産

14. フランチャイズ

15. 投資

カテゴリ 報告年まで 報告年 報告後

1. 購入した物品・サービス

2. 資本財

3. 燃料・エネルギー関連の活動

4. 上流の輸送・流通

5. 事業から発生する廃棄物

6. 出張

7. 従業員の通勤

8. 上流のリース資産

9. 下流の輸送・流通

10. 販売した製品の加工

11. 販売した製品の使用

12. 販売した製品の廃棄後の処理

13. 下流のリース資産

14. フランチャイズ

15. 投資

（Scope3基準における各カテゴリの時間的概念）
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環境負荷評価⼿法の特徴③（Scope3基準）

【Scope3基準排出量の事業者へのメリット】
事業⽬標 概要

バリューチェーン上のGHG排出に関連
するリスクと機会の把握

 バリューチェーン内のGHG関連のリスクを特定する
 新しい市場機会を⾒極める
 投資と調達に関する決定に情報を提供する

GHG削減機会を⾒極め、削減⽬標を
設定し、パフォーマンスの経年変化を把
握する

 バリューチェーン全体を通して「ホットスポット」を特定し削減努⼒に優先順位をつける
 スコープ3GHG削減⽬標を設定する
 経年のGHG排出量のパフォーマンスを数値化して報告する

GHG排出量のマネジメントにおいて
バリューチェーン上の関連事業者と提
携する

 GHG削減を達成するためにバリューチェーン内のサプライヤー、顧客その他の事業者と
連携する

 サプライチェーン内のGHGにかかわる説明責任、透明性および管理を拡⼤する
 事業者の取り組みの透明性を⾼めサプライヤーの参与させる
 サプライチェーン内のエネルギー使⽤、コスト、リスクを低減し、エネルギーと削減に関連

する将来的なコスト負担を避ける
 サプライチェーンの効率を⾼め、原料、資源およびエネルギー使⽤を削減する

公表によりステークホルダー情報を拡充
し事業者の評判を⾼める

 情報を公に開⽰することで事業者の評判を⾼め説明責任をより適切に果たす
 ステークホルダー（投資家、顧客、⼀般社会、政府など）のニーズを満たし、ステーク

ホルダーの評判を⾼めるとともに、GHG排出について情報を開⽰し、GHG⽬標の達
成に向けて進展し、環境管理を⽰すことによってステークホルダーとの関係を改善する

 GHG関連の情報を開⽰するための政府主導およびNGO主導のGHG報告管理プロ
グラムに参加する
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環境負荷評価⼿法の特徴③（Scope3基準）

【Scope3基準排出量開発の狙い（GHGプロトコルの思惑）】
① Scope3基準に沿ってサプライチェーン全体のGHG排出量を算定することで、排出削減の可能

性がある部分を⾒つけることができる。また、排出削減は効率性の向上にもつながり、コスト削減
の効果も得られる。

② 企業のGHG排出報告を評価する格付け機関や⾦融機関に対して、透明性を担保した報告が
可能になる。

③ 将来、策定される可能性のある義務的な報告制度への対応への準備にもなる。
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活用方法に関する概要
①CDP気候変動質問書

②SBT
③TCFD
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①CDP気候変動質問書

【概要紹介】
 国際NGOであるCDP（本部︓英国）が実施している活動、企業の「気候変動」への取り組みについて、

質問状を企業へ送付、その回答を収集・評価するもの（毎年１回実施）。⽇本企業については500社に
質問状を送付している（FTSEジャパンインデックスに該当する企業を基本として選定）。

 CDPは企業や年の環境への取り組みを調査・評価し、その結果を開⽰する活動を⾏っているNGOであり、
気候変動以外に「ウォーター」「フォレスト」「サプライチェーン・プログラム」などについて活動を⾏っている。

 気候変動質問書における評価の結果は、回答・情報開⽰の有無、情報開⽰している企業については、その
内容（企業の環境パフォーマンス指標）をA、A-、B、B-、C、C-、D、D-の8段階で評価している。

 2017年の気候変動質問書への⽇本企業の回答数は283（回答率57%（2016年度53%、2015年
度49%））。このうち、A評価を得た企業は13社。

【2017年の気候変動質問書のA評価企業】

住友林業、ソニー、トヨタ⾃動⾞、
キリンホールディングス、川崎汽船、
⼩松製作所、ナブテスコ、三菱電機、
コニカミノルタ、富⼠通、リコー、
MS&ADインシュアランスグループホールディングス、
SOMPOホールディングス

【気候変動質問書の評価スコア（４つのレベルでそれぞれ点数がつく）】
レベル 点数割合 評価

リーダーシップ 企業が環境マネジメントにおけるベストプラク
ティスと⾔える活動を⾏っているか

80-100% A
0-79% A-

マネジメント 環境問題に対する活動や⽅針、戦略の策
定・実⾏の度合い

45-79% B
0-44% B-

認識 企業が⾃社事業に関わる環境問題のリスク、
影響を評価しようとしているかの度合い

45-79% C
0-44% C-

情報開⽰ 企業の開⽰度合い
45-79% D
0-44% D-
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①CDP気候変動質問書

【バリューチェーンとの関連】
 質問書では、サプライチェーン管理に関する設問が含まれる。
 Scope3基準排出量の算定実施状況に関する質問が設定されている。
 2017年の⽇本企業の回答（283社）の中では、132社が15カテゴリ全てに回答、123社が外部検証

／保証を受けていると回答
 Scope3の⽬標設定が含まれるSBTへの取り組みについて設問がある。
 2017年の質問書について、⽇本企業は、⽬標設定を⾏っている企業の50%以上がSBTでの⽬標設定

もしくは2年以内にSBTで設定する予定と回答。
 総量⽬標を設定している企業では、18%がSBTで⽬標設定済み、48%が2年以内にSBTでの⽬標設

定を予定と回答。
 削減貢献量に関する設問あり（ただし2017年は採点評価の対象外）

＜CDP気候変動質問書2018における低炭素製品に関する設問（以下、原⽂）＞
 C4.5 “Do you classify any of your existing goods and/or services as low-carbon 

products or do they enable a third party to avoid GHG emissions?”
 C4.5a “Please provide details of your products and/or services that you classify as 

low-carbon products or that enable a third party to avoid GHG emissions.”（C4.5
でyesと回答した企業が回答）→ C4.5a設問中には製品分類に”avoided emissions”と明記

 評価⼿法を記述する欄では、選択肢の中にICCAのガイドラインの名称あり
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②Science Based Target（SBT）

【概要紹介】
 Science Based Targets Initiative（CDP、国連グローバルコンパクト、WRI、WWFが運営）によって

推進されている、企業の⽬標設定⽀援の取組み。
 「意欲的な⽬標設定」が推奨され、⼀定⽔準の⽬標設定を⾏った企業をSBTイニシアティブが認定する。
 「意欲的な⽬標設定」としては、気温上昇を2℃未満に抑制する可能性が⾼いとするIPCCなどで設定された

排出シナリオに基づく⽬標値を⽰している（2℃⽬標に整合した排出削減の⽬標値）。
 ⽬標の時間軸は、⽬標設定から5〜15年後（2018年からの場合は、2023年から2033年）。
 2018年1⽉24⽇現在、世界の88の企業が認定を受けており、⽇本では14社が認定を受けている。

事業者名 対象範囲 基準年 ⽬標年 ⽬標内容
第⼀三共 Scope1+2 2015 2030 事業活動の排出量27%削減

Scope3 - 2020 主要サプライヤーの90%に削減⽬標設定
富⼠フイルム Scope1+2+3 2013 2030 排出量30%削減
LIXIL Scope1+2 2015 2030 排出量30%削減

Scope3 2015 2030 製品使⽤からの排出量15%削減
リコー Scope1+2 2015 2030 排出量30%削減

Scope1+2 2015 2050 ネット排出量ゼロ
Scope3 2015 2030 排出量15%削減

【⽇本の認定企業（2018.1.24現在）】

第⼀三共、電通、富⼠フイルム、富⼠通、
川崎汽船、キリン、コマツ、コニカミノルタ、
LIXIL、ナブテスコ、パナソニック、リコー、
ソニー、⼾⽥建設

【削減⽬標の例】

Science Based Target Initiative webページ情報をもとにみずほ情報総研が作成

下線企業は、CDP気候変動質問書のA評価の企業
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②Science Based Target（SBT）

【SBT取組みの利益（Science Based Target Setting Manualより）】
機会 概要

企業レジリエンスの増強
企業競争⼒の強化

 バリューチェーンを含めたGHG削減を果たすことは、今後の低炭素経済へ向けた動きの中
で、企業のレジリエンスや競争⼒を⾼めることになる。

 より⼤きなGHG排出量の削減を果たすことは、企業にとって製造や輸送のコスト低減や
企業内の効率向上を図ることになり、競争⼒の強化につながる。

イノベーションの推進と企業取組み
の変化

 積極的な削減⽬標の設定とこれを⽬指すことは、より⼤きなイノベーションや投資（カーボ
ンプライシングやR&D投資）につながる。SBTで与えられる野⼼的な⽬標を⽬指すことで、
企業の社員の意識へと働きかけ、企業の取組みを変えることにつながる。

 ⾼い⽬標に対するイノベーションの必要性は、設定した事業者及びそのサプライチェーン上
の事業者の中で、削減のための新しい解決策や製品提案･ビジネスアイデアを引き出す
可能性がある。

 急速なイノベーションは、現在の持続可能ではない社会システムを変える。

企業の信⽤とレピテーションの強化

 SBTは気候変動の専⾨家やコミュニティが進める⽬標設定⽅法であり、企業がこの取組
みを⾏うことで、企業の持続可能性⽬標設定の信頼性を⾼めることにつながる。

 従業員や外部のステークホルダー、投資家などのレピテーションを⾼めることにつながる。
 Setting ManualではCDPの例を⽰して、気候変動、エネルギー等のデータの開⽰を求

める機関投資家が増えていることを記述。

公共政策の変化に対する影響と
準備

 SBTの条件に適合することは、より厳しいGHG排出量削減の規制や政策の変更に、ス
ムーズに適応することを可能とする。

 政策⽴案者やその他の関係者に低炭素な⽣産活動に関する技術⾯・経済⾯の実現
可能性を⽰すことができる。

Science Based Target Setting Manualをもとにみずほ情報総研が作成



23

②Science Based Target（SBT）

【バリューチェーンとの関連】
 排出量削減の⽬標は基本的にScope1、Scope2について求められるが、Scope3についても⽬標設定が

規定されている。
 Scope3についての⽬標
 野⼼的かつ測定可能な⽬標を⽰す必要がある。
 Scope1+2+3のうち、Scope3の割合が40%以上の企業に⽬標を設定が求められる。
 ⽬標は排出量の多くを占めるカテゴリ（Scope3合計の2/3もしくは上位３カテゴリ）が対象となる。
 Scope3については、測定可能な⽬標値が求められるが、排出量の削減⽬標ではなくてもよい。

 削減貢献（Avoided Emissions）については⽬標の達成に⽤いることを認めていない。

＜削減貢献量に関するSetting Manualの記述＞
 削減貢献量は、企業のスコープ1、2、3の範囲外で発⽣する。
 削減貢献量の算定は、Scope1、２、３とは異なるプロジェクト算定の⽅法論を必要とする。
 そのため、削減貢献量の推定量は、企業のスコープ1、2、3の排出量と分けて報告しなければならず、

SBTにカウントされるべきではない。
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③Task force on Climate-related Financial Disclosures（TCFD）

【概要紹介】
 正式名称︓Task Force on Climate-related Financial Disclosures

（気候変動関連財務情報タスクフォース）
 2015年12⽉に⾦融安定理事会（Financial Stability Board, FSB）が設⽴を公表した⺠間主導の

タスクフォース（メンバーは⺠間有識者）
 FSB︓G20諸国を含めた主要国の財務省・中央銀⾏・監督当局及び国際機関等をメンバーとする、国際的な⾦融

安定上の課題を議論する場（事務局はスイスに設置）
 2015年4⽉のG20財務⼤⾂・中央銀⾏総裁会議コミュニケにおいて、気候変動課題について⾦融セクター

がどのように考えるべきかについて、FSBへ検討が要請されたことを受け、FSBが同年11⽉にタスクフォースの
設⽴を提案。

 タスクフォース設置の⽬的は、適切な投資判断を促すための⼀貫性、⽐較可能性、信頼性、明確性をもつ、
効率的なディスクロージャーを促す任意的な提⾔を策定すること。

 2017年6⽉にタスクフォースとしての最終報告書 ”Recommendations of the Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures”及び２つの関連⽂書（以下）が発⾏された。
 最終報告書︓”Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures”
 付属書︓”Implementing Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures”
 技術的補⾜︓”The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-related Risk and  

Opportunities”
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③Task force on Climate-related Financial Disclosures（TCFD）

【主な最終報告書内容の紹介】
 気候関連リスクを以下の２つに分類し、それぞれの具体的リスクと関連する潜在的財務影響を例⽰

① 低炭素経済への移⾏に関連するリスク → Transition Risks（移⾏リスク）
② 気候変動による物理的な変化に起因するリスク → Physical Risks（物理リスク）

 合わせて、気候関連のリスクと機会→財務的な影響の関連を⽰している
 気候関連の開⽰項⽬として、以下の４点を推奨。

① Governance（ガバナンス）
② Strategy（戦略）
③ Risk Management（リスク管理）
④ Metrics and Target（指標と⽬標）→ Scope3基準排出量に関する⽬標値も含まれる

 仮定に基づき将来発⽣しうる事象の潜在的な影響を評価するシナリオ分析の実施が提案されている
（気候変動がもたらすリスクが時間とともに⾃社事業に及ぼす影響の把握に有益）。
 2℃もしくはそれ未満の将来のシナリオを考慮して、組織の戦略のレジエンスを説明する。
 国別削減⽬標（NDC）が⼀般に受け⼊れられている国では、NDCは有⽤性のあるシナリオとなり得る。
 開⽰項⽬のうちの「指標と⽬標」には、リスクと機会を管理するための⽬標として選択できる項⽬に「全ライフサ

イクルを通して回避されるGHG排出量」が挙げられている。
（他の項⽬は、規制上の⽤件、財務、財務損失に対する耐性、低炭素製品・サービスの収⼊など）
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既存の貢献量評価方法の考え方
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貢献量評価の基本的な考え⽅

出典︓経済産業省 サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等に関する調査・研究会 グローバル対応分科会資料
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貢献量評価の基本的な考え⽅

経済産業省 サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等に関する調査・研究会 グローバル対応分科会資料をもとにみずほ情報総研作成

LCAの応用 ベースライン設定方法の応用

考え方
評価対象製品、比較対象製品それぞれについてLCA
を実施し、算定結果の差分が削減貢献量となる。

製品導入プロジェクトの排出量と、ベースライン（当該プロ
ジェクトが無かった場合に起こったであろう状態）排出量
の差分が削減貢献量。

評価の単位 製品（製品ライフサイクル） 製品導入プロジェクト

ベースラインの定義

機能単位が一致する製品システム

（日本LCA学会「温室効果ガス削減貢献量ガイドライ
ン」では時制の一致を考慮）

当該プロジェクトが無かった場合に起こったであろう状態

（評価対象⇔比較対象の時制は一致）

ライフサイクル思考 ○：原則、ライフサイクル全体を評価 △：著しい影響を与える場合のみ評価

追加性 △：考慮・検討は必ずしも要求されない ○：何らかの形で考慮・検討が要求される

可能な

主張

技術優位性 ○：可能 ○：可能

クレジット ×：MRVの考え方が組込れていない ○：可能（ただし、MRVが必要）

実施のボトルネック
ライフサイクル全体での環境負荷算定

（近年LCA-DBの拡充等で簡易化）

追加性の実証（追加性実証の基準が厳格であったため普
及拡大に苦慮した事例多し）

概念図

評価対象製品
のLCA結果

比較対象製品
のLCA結果

削減
貢献量

時間

ベースライン
排
出
量

当該プロジェクト

評価する年

削減
貢献量
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削減貢献量の⽅法論に関する現状認識

現在は、業界ごとに、それぞれの製品・サービスの特性を考慮して、貢献量評価の⽅法
論を構築し、事例を積み上げている状況。

＜例＞
－電機・電⼦、セメント、鉄鋼、化学、ITサービス・情報通信

業界ごとに国際ルール化を巡る状況・⼿順において、⽇本の製品が正当に評価される
貢献量定量化の⽅法論を国際的に通⽤させるための検討・取組みを推進している。

＜例＞
－電機・電⼦︓IEC/TR62726
－化学︓ICCAグローバルガイドライン
－ITサービス・通信業界︓ITU-T L.1410

⽇本LCA学会の環境負荷削減貢献研究会では、各業界で個別にガイドライン化が
進んでいる背景から、それらのガイドラインを参照しつつ、統⼀的な⼿法を検討すべく
学会としてのガイドラインを策定した。ガイドラインは英語化され、その内容について、
国際学会での紹介、海外有識者との意⾒交換などを実施している。
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各業界における貢献量評価ガイドライン化の状況
概要 定量化の方法論 方法論の標準化の動向

鉄鋼
従来鋼材を高機能化鋼材で置換する
ことによる最終製品の燃費等改善効
果を定量化。

LCAのアプローチ

従来鋼材を基準に、高機能化鋼材の製造時
CO2増加効果と最終製品の使用時CO2低
減効果を合計。

国際的な方法論のガイドライ
ン化までは実施されていな
い。

－

セメント
コンクリート舗装における重量車の燃
費改善効果を定量化。

使用時の評価中心

コンクリート舗装とアスファルト舗装での重量
車の燃費の相違をCO2換算。

国際的な方法論のガイドライ
ン化までは実施されていな
い。

－

化学
国際化学工業協会協議会(ICCA)で開
発された方法論「cLCA」の日本版ケー
ススタディを実施。

LCAのアプローチ

化学製品を使用したケースと「化学製品なか
りせば」の両ケースで完成品のLCA結果（
CO2排出量）を比較。

我が国で作成したガイドライ
ンを提出し、国際化学工業
協会協議会(ICCA)で国際
ガイドライン化

○

電機

電子

国際電気標準会議（IEC）において、日
本からの提案で、電気・電子製品及び
電子部品によるベースラインからの
GHG削減量の定量化の技術報告書（
TR）を作成。

国内では、電機・電子温暖化対策連絡
会が、IEC/TRの考え方を考慮し、家電
等24種類のCO2削減貢献量の方法論
を作成。

ベースライン設定手法のアプローチ

プロジェクト・プロトコル（GHGプロトコル）の手
法を業界向けに具体化・簡素化。

機器使用時の評価が中心だが、影響が大き
い場合はライフサイクルを考慮。

なお、ITソリューションは、削減貢献（Avoided 
Emission）の考え方を考慮。

国際電気標準会議

（IEC） から技術報告書

（TR 62726）を発行。

○

情報

通信

国際電気通信連合において、日本から
の提案で、情報通信サービスによる
GHG削減貢献量（相対評価）の定量化
の報告書を作成。

LCAのアプローチ

情報通信サービスと基準システム（通常の業
務体制）との比較をそれぞれのシステムにつ
いてLCAを実施して比較する。

ITU-Tより勧告文書（
L.1410）を発行

○
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主な既存貢献量評価ガイドラインの内容・記述

化学業界 電機・電子業界 日本LCA学会

アプローチ LCAの応用 ベースライン設定方法の応用 LCAの応用

算定範囲

全てのライフサイクルが考慮される
ことが必要。
比較相手と同一のプロセスは除外
してもよい。（除外理由を明記）

GHG削減の重要な影響を特定。

特定にあたり、評価対象製品と比
較対象製品のライフサイクル段階
のGHG排出量を比較することを推
奨。

ライフサイクル全体における評価結
果を比較することが必要。

排出量の

累積方法
ストックベース法とフローベース法
の２つを併記

ストックベース法とフローベース法
の２つを併記

記載なし

比較における
機能の扱い

同一の機能を有する

機能の同等性は基本的な概念とし
て考慮する

機能単位との整合性を図ることが
望ましい

機能単位は同一であることが必要

比較対象

の設定方法
評価期間・地域で流通している製
品等の複数の要求事項

効率等性能改善（法制度基準、業
界平均等）や対象製品により置き
換えられる製品などいくつかの例を
記載

機能単位が同一

業界平均を実現する製品等のいく
つかの例を記載
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削減貢献量のガイドライン（１）

⽂書名 特徴 発⾏機関 発⾏年

Addressing the avoided emissions 
challenge
（英語、⽇本語）
Avoiding Greenhouse Gas Emissions
The Essential Role of Chemicals
（英語のみ、和訳準備中）
【化学製品】

 化学業界における国際的な削減貢献量のガイドライン
 WBCSDの化学セクターが共同で開発に当たっている。
 ⽇本化学⼯業協会が2012年に作成した国内のガイ

ドラインが多く参照されている。
 LCAアプローチ。
 寄与率の設定は推奨せず（定性的な寄与度の明記

を義務付け）。
 CDPの設問3.2削減製品の回答の選択肢に採⽤

国際化学⼯業協会
（ICCA）

2013
2017

IEC TR62726︓”Guidance on quantifying 
greenhouse gas emission reductions from
the baseline for electrical and electronic 
products and systems”
（英語のみ）
【電機・電⼦製品、電機・電⼦部品】

 電気機器、発電設備を対象とした削減効果算定のガ
イドライン、電⼦部品の算定⽅法も考慮されている。

 IECに、⽇本の国内委員会（⽇本メーカー）が標準
化を提案し、国際主査（⽇本電機⼯業会）を務めて
開発の中⼼を担ったもの。

 同時に開発されたIEC TR62725はカーボンフットプリン
ト（LCA）のガイドラインであり、対を成す考え⽅。

 算定⼿順、ベースライン設定⽅法等のガイド。
 寄与率は電⼦部品の中で検討されており、寄与率の

設定が推奨されているが、設定⼿法の記載はなし。

国際電気標準会議
（IEC） 2014

ITU-T L.1410︓“Methodology for the 
assessment of the environmental impact 
of information and communication
technology goods, networks and services”
（2012のものは⽇本語あり）
【ITサービス】

 ITサービスのLCA評価及び削減貢献量に対する国際
的な標準⽂書

 ⽇本国内での検討をベースに、⽇本メーカーが中⼼と
なって開発した⽂書

 ⼤部分をLCAのルールに充てており、削減貢献量は
LCA算定の活⽤という補⾜的位置づけ、ITサービスに
よる削減貢献量の事例を掲載

 削減貢献はライフサイクルアプローチ
 寄与率の概念は含めていない

国際電気通信連合
（ITU-T）

2012
2015
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削減貢献量のガイドライン（２）

⽂書名 特徴 発⾏機関 発⾏年

JAPIA「LCI算出ガイドライン第⼆版」
（⽇本語）
【⾃動⾞部品】

 国内の⾃動⾞部品業界向けのLCA算定のガイドライン
（削減貢献量のガイドラインではない）

 2013年の第⼀版に使⽤段階（⾃動⾞⾛⾏段階）
の環境負荷算出⽅法を追記。

 使⽤段階の排出量を⾃動⾞部品ごとに配分する⽅法
を記載。

 ⾼性能部品開発段階でLCA実施により、⾃動⾞⾛⾏
段階の削減貢献量算出が可能。

 ベースラインの考え⽅は記述なし。

⽇本⾃動⾞部品⼯業
会（JAPIA） 2016

⽇本LCA学会「温室効果ガス削減貢献量ガイドライ
ン」（英語、⽇本語）
【全般】

 業界ごとに発⾏されているガイドライン内容を把握し、
学術的⾒地より削減貢献量の算出⽅法をとりまとめた
ガイドライン。

 業界別ではないガイドラインとしては世界で唯⼀の削減
貢献量ガイドラインといえる。

 ベースラインの考え⽅は、各業界のガイドラインを集約し
ている。

 寄与率は、設定が望ましいとしつつ、具体的な設定⽅
法は記述されていない。

⽇本LCA学会 2015

電機･電⼦温暖化対策連絡会（電機・電⼦４団
体）「製品・サービスによる排出抑制貢献量の算定
⽅法論」（⽇本語）
【電機・電⼦製品】

 具体的な製品・サービス別に削減貢献量を算出するた
めの⽅法論、算定条件、ベースラインの情報が記載さ
れている。

 評価範囲は使⽤段階のみが多い。
 2012年以降順次公開されており、2017年8⽉時点

で24製品・サービスの⽅法論が掲載されている。
（電気機器（データセンター含む）17、発電5、ソリューション2、）
 電機・電⼦業界「低炭素社会実⾏計画」の貢献量算

出に適⽤する⽬的で策定されているが、各社の評価で
も活⽤されている。

 IEC/TR62726との関連あり。

電機・電⼦温暖化対策
連絡会（電機・電⼦４
団体）

2012-
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削減貢献量のガイドライン（３）

⽂書名 特徴 発⾏機関 発⾏年

JEITA「製品のCO2排出抑制貢献量に対する半導
体・電⼦部品の寄与率算定の考え⽅」
（⽇本語）
【電機・電⼦製品向けの部品】

 最終製品・サービス等の排出抑制貢献の中で、半導
体・電⼦部品等の貢献（寄与度）を定量化する⽅
法論。

 産業連関表をもとに推定した構成部品及び最終製品
付加価値のコスト・価値⽐率を⽤いて、半導体・電⼦
部品等の寄与率を推計。

 電機・電⼦業界「低炭素社会実⾏計画」におけるセッ
ト製品等の貢献量の内数として業界の貢献量算出に
使⽤されている。

電⼦情報技術産業協
会（JEITA） 2012

JEITA「ITソリューションによるCO2排出抑制量定量
化のためのフレームワークに関する報告書」（⽇本
語）
【ITサービス】

 ITソリューションを⽤いた削減貢献量の評価⼿法に関
するガイドライン。

 22の個別のITソリューションについて検討し、14のITソ
リューションについて簡易算定係数（単位あたりのCO2
削減効果︔例えば⽣産プロセスの効率化であれば1ク
ライアント・1年あたりの削減効果）を整理して公開して
いる。

 ベースライン（⽐較対象）や評価範囲はソリューション
ごとに設定している（例えばTV会議の場合は出張会
議と⽐較）。

 具体的な事例とあわせて整理されている。

JEITAグリーンIT推進
委員会 2017
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削減貢献量に関連する標準⽂書

⽂書名 特徴 発⾏機関 発⾏年

ISO14064-2
Greenhouse gases
Specification with guidance at the project 
level for quantification, monitoring and 
reporting of greenhouse gas emission 
reductions or removal enhancement

 プロジェクト導⼊時の温室効果ガス削減効果の基本的
な考え⽅に係る国際規格。クレジット制度などの根幹と
なる規格。

 ベースラインシナリオの設定⽅法、評価範囲の考え⽅な
どの原則が⽰されている。

 プロジェクト導⼊による重要な変化を考慮することとなっ
ており、LCAベースの考え⽅とは異なる。

ISO規格 2006

Project protocol  GHG protocolが策定した、プロジェクト導⼊による
GHG削減効果に関する基準⽂書 GHG protocol 2005
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削減貢献量に関連する主な事例集

⽂書名 特徴 発⾏機関 発⾏年

⽇本化学⼯業協会
「国内および世界における化学製品のライフサイクル
評価」

 化学製品（素材・製品）の削減貢献量に関する事
例集（第３版では16の事例が掲載されている）。

 各事業者が削減貢献となっている事例とその効果を挙
げており、詳細な算出⽅法とあわせて公開されている。

 算定結果は、第三者有識者のチェックを受けている。

⽇本化学⼯業協会 2014

国際化学⼯業協会連合会
“Reduction of Greenhouse Gas Emissions 
via Use of Chemical products”

 国内外の化学業界で事例を持ち寄ったもの。
 化学業界の国際的ガイドライン“Addressing the 

avoided emissions challenge”に従って9つの事
例が報告されている。

ICCA 2016

⽇本鉄鋼連盟 エコプロダクトの貢献
 1990年度より代表的な５品種について、評価を実施。
 国内分と輸出分を分けて計上している。
 LCAによる評価ではない。

⽇本鉄鋼連盟 毎年
更新

電⼦情報技術産業協会
「ITソリューションによる温暖化対策貢献」

 2008年度〜2012年度に⾏われたグリーンIT推進協
議会・調査分析委員会より公開された報告書をもとに
2030年のCO2削減ポテンシャルを算出。新たにスマー
トコミュニティ関連、農業関連についても算出されている。

 事例は各社がそれぞれ⾃社事例を提出している。

電⼦情報技術産業協
会 2016
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削減貢献量に取り組む⾃治体

⾃治体 内容

滋賀県

 2011年の「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」で事業者の計画書あるいは実績報告書へ「他者の低炭素化に
貢献する取組」を記述する項⽬を含めている（必ずしも定量的なものを記述することを⽬的としたものではない）。

 事業者の定量評価を促進するため、2013年に「滋賀県製品等を通じた貢献量評価⼿法 算定の⼿引き」を作成している。
 2016年度の事業者による⾏動実績報告書では、「他者の低炭素化に貢献する取組」を記載している案件が144件、このう

ち何らかの定量的な数値を載せている案件は81件、年間のCO2削減量へ換算が可能なものが19件である。19件の削減量
を合計した量は、約272万t-CO2であり、県域の温室効果ガス排出量の約20%程度となっている。

 上記の削減量合計は2013年度に⽐べて2倍以上となっている。

川崎市

 市外で温室効果ガス排出削減に貢献する量（域外貢献量）を認証、評価する制度（川崎メカニズム認証制度）を構築・
運営。2012年度に、域外貢献量の算定ガイドラインを策定するとともに、制度を構築した。

 また、定量的評価はなくても域外の温室効果ガス削減に貢献している製品を表彰する「低CO2川崎ブランド」を併せて運営し
ている。

 これらの制度構築の背景には、市内に多くの研究開発機関や⼯場を有しており、市外へ多くの製品を供給していることがある。
 2016年度より運営を川崎市から第三者の低CO2川崎ブランド等推進協議会へ移管している（川崎市は事務局の⼀員とし

て参加している）。
 平成28年度は新たに２事例が追加され、過去の合計で18事例となっている。


