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1. 事業目的 
 
近年、グローバル企業の気候変動対策に関する情報開示・評価の国際的なイニシアティブ

（CDP、RE100、SBT 等）の影響力が高まってきており、日本企業もこうした動きに対応す

ることが求められている。これらのイニシアティブでは、温室効果ガス（GHG）排出量の算

定・報告において民間の基準である GHG プロトコルの利用を推奨しており、これがグロー

バルスタンダードになりつつある。 
しかしながら、GHG プロトコルを正しく理解した上でＧＨＧ排出量の算定を行っている

日本企業は少ない可能性がある上、日本において企業が再エネを調達し、国際的に主張する

ための十分な情報が整理・提供されていない状況にある。 
このような状況を踏まえ、昨年度経済産業省では、「我が国企業による国際的イニシアテ

ィブへの対応に関する研究会」を開催し、我が国現行制度の下で国際的なイニシアティブに

適合した温室効果ガス排出量の算定や再生可能エネルギー（以下、「再エネ価値」という。）

の取得・主張をするための具体的な方法について纏めた「国際的な気候変動イニシアティブ

への対応に関するガイダンス」（以下、「ガイダンス」という。）を策定した。 
本事業では、企業に与えるインパクトが急速に拡大している国際的なイニシアティブに

おいて、日本企業がよりパフォーマンスを高められるための環境整備として、日本国内の環

境価値証書の活用方策について検討するとともに、海外の主要な環境価値取引制度の最新

動向を踏まえながら、企業の再エネ価値調達の取り組みを見える化できるようにするため

の効果的な手法等についての調査を実施する。さらに、これらの調査を踏まえ、昨年度策定

したガイダンスを改訂することに加え、企業に向けたガイダンスの情報発信やそれに資す

る調査を実施する。 
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2. 気候変動をめぐる国際的なイニシアティブに係る動向調査 
2.1. GHG プロトコル 
2.1.1. 概要 

GHG プロトコルは、WRI（世界資源研究所）と WBCSD（持続可能な開発のための世界経

済人会議）が共催する団体であり、図 2-1 に示すような温室効果ガス排出量の算定・報告に

関する各種基準等を発行している。なお、各種基準等の策定には、海外の政府機関やグロー

バル企業が参画しており、いずれもデファクトスタンダードの地位を確立しつつある。 

 
図 2-1  GHG プロトコルが策定した基準等（一部） 

 
【参考】スコープ１、スコープ２、スコープ３ 

スコープ１、スコープ２、スコープ３は、GHG プロトコルが規定した企業の温室効果ガ

ス排出量の算定範囲 
 
スコープ１ 燃料の燃焼、工業プロセス等、事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 
 
スコープ２ 他者から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出 
 
スコープ３ その他間接排出（算定事業者の活動に関する他社の排出） 
      →バリューチェーン排出 
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2.1.2. 2019 年度の動向 
2019 年 10 月 15 日、GHG プロトコルは、企業等からのニーズを受けて、土地利用、土地

利用変化、バイオエネルギー等による GHG 排出と炭素除去の GHG インベントリへの反映

方法について、新たな基準/ガイダンスの検討を進めていることを明らかにし、検討の方向

性を示した” Greenhouse Gas Protocol guidance on carbon removals and land use”を公開した 1。

新しい基準/ガイダンスは、2020 年 10 月頃を目途に発行され、SBTi 等の主要なイニシアテ

ィブに採用される予定である。以下、“Greenhouse Gas Protocol guidance on carbon removals and 
land use”の概要を示す。 
 
(1)  検討対象となる活動 
・Carbon removals and sequestraition（炭素除去および隔離） 
・Land use（土地利用） 
・Land use change（土地利用変化） 
・Bioenergy（バイオエネルギー） 
・Related Topics（関連トピック） 
 
(2)  新たな基準/ガイダンスの活用方法 
・企業が土地利用、土地利用の変化、バイオエネルギーおよび炭素除去活動の GHG 排出/除

去の影響を理解し、緩和戦略を伝えるために活用 
・企業が上記の活動を含めた GHG 目標を設定し、パフォーマンスを追跡するために活用 
・企業が GHG 排出量と炭素除去を含む GHG インベントリを報告し、GHG 緩和目標に向け

た進捗状況を報告するために活用 
 
(3)  策定予定文書 
① Carbon Removals Standard/Guidance（炭素除去基準/ガイダンス） 

・GHG プロトコル コーポレート基準の修正または補足 
・適用範囲：部門横断 

② Land Sector Guidance （土地セクターガイダンス） 
・農業、林業、その他の土地利用、土地利用変化、バイオエネルギーからの GHG 排出

と除去に関する会計と報告に関する企業レベルのガイダンス 
・適用範囲：セクター固有 

 

  

                                                        
1 GHG プロトコル HP NEWS（2019 年 10 月 15 日） 
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(4)  検討項目のドラフトリスト 
① 炭素除去基準/ガイダンス 
用語と概念の定義 
  「炭素除去（大気由来）」と「プール/貯留層への炭素貯蔵（隔離）」 

 「炭素除去強化」と「回避もしくは削減された排出」 
 「企業バリューチェーン上の炭素除去」と「企業バリューチェーン外の炭素除

去」 
炭素除去・隔離のタイプ 
  自然由来炭素除去・貯蔵（植林、再植林、森林再生、都市の緑化、アグロフォレ

ストリー、土壌炭素、等） 
 技術による炭素除去・貯蔵（CCS、ダイレクトエアーキャプチャ（DAC）、風化・

鉱物化促進、等） 
スコープ 1、2、3 における除去・隔離の会計方法 
  炭素ストックの変化と炭素貯蔵 

 長期にわたる除去と隔離の会計方法 
 企業およびスコープへの削除の割当方法 
 監視および検証を含む自然由来および技術的な除去/隔離の長期保証方法 

定量化方法とデータベ－ス 
  関連ツール、方法論/プロトコル、データセットなどの特定 
報告 
  排出と除去の個別報告 VS.  GHG の正味影響の報告 

 バリューチェーン全体の除去を報告する方法（例：スコープ 1 削除、スコープ 2
削除、スコープ 3 削除を別々にするかどうか） 

 除去の個別報告 VS. 炭素貯留・隔離 
 スコープ外の炭素除去の個別報告（他社から購入/他社に販売した、またはバリ

ューチェーン外への介入） 
目標設定と経時的な変化の追跡 
  削除を含めたターゲットの設定 

 基準年の設定と基準年の排出量と除去量の再計算 
 排出と除去の個別目標の設定 
 正味ゼロ目標を達成するための除去の役割 
 インベントリ内の除去強化の追跡 
 削除を強化するための緩和戦略/アクション 

その他の GHG プロトコル標準との整合性もしくは改訂 
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② 土地セクターガイダンス 
土地セクター内の排出、除去、隔離の種類 
  土地利用由来の炭素排出と除去（森林管理、作物と家畜の生産、バイオエネル

ギー原料の生産、土壌炭素、等） 
 土地利用変化由来の炭素排出と除去（森林破壊、植林、湿地変化、等） 
 農業 GHG 排出（家畜のメタン排出、土壌の亜酸化窒素の排出、等） 
 バイオエネルギー生産・消費由来の生物起源 CO2 排出と除去（バイオマス、

バイオ燃料、バイオガス） 
土地セクター会計アプローチ 
  スコープ 1 の会計（農家、牧場主、木材/森林管理会社、バイオエネルギー原

料生産者、土地管理者/所有者、等） 
 スコープ 2 の会計（バイオエネルギーによる電力消費） 
 スコープ 3 の会計（食品および飲料会社、森林由来製品の会社、アパレル会

社、小売業者、金融/投資家、等） 
 直接的および間接的な土地利用変化、および生産変化による関連影響 
 土地ベースと活動ベースの会計手法 
 除去と排出のタイミングへの対応 
 バイオエネルギーの会計アプローチを土地部門の会計アプローチの一致 
 生物起源の炭素排出・除去の会計処理の分離 

定量化方法とデータソース 
  炭素プールにまたがる方法（バイオマス炭素、デッド有機炭素、土壌有機炭

素、バイオベースの製品/材料の炭素貯蔵） 

 プライマリ（実測）データ VS. セカンダリ（推定）データおよびモデリング

アプローチ 

 バリューチェーン内の企業ポジションに基づいたデータ収集（土地管理者、

加工業者、小売業者など） 

 データトレーサビリティの有無に応じたデータアプローチ 

 データ、方法、モデルの不確実性の推定と管理 
目標の設定と経時的な変化の追跡 
  土地セクターの活動をカバーする目標の設定 

 基準年を設定し、基準年の排出・除去量を再計算する 

 土地セクターの緩和戦略・介入方法の明確化 

 GHG 目標の達成におけるバイオエネルギーや土地利用による除去の役割 
その他の GHG プロトコル標準との整合性もしくは改訂 
  農業ガイダンス（家畜による排出、糞尿管理からの排出、土壌からの排出、

バイオマス燃焼）、コーポレート基準、スコープ 3 基準、スコープ 2 ガイダン

ス、プロダクト基準 
企業の土地セクター会計と他のプログラムおよびイニシアティブとの関係 
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  管轄区域の会計イニシアティブ（国家 GHG インベントリ、REDD +プログラ

ム） 

 プロジェクトベース会計イニシアティブ（農業林業およびその他の土地利用

セクターオフセット/インセットプロジェクト、炭素除去証明書） 

 持続可能性認証（持続可能な農業、グリーンガス認証、アパレルおよび林業

の基準） 
 

 

(5)  検討スケジュール 

2020 年 6 月頃にドラフト ver.1、9 月頃にドラフト ver.2、2021 年 6 月頃にドラフト

ver.3、2021 年 10 月頃に基準・ガイダンスの発行が見込まれている。 

 
表 2-1 基準/ガイダンス発行に向けた今後のスケジュール 

活動内容 2019年 2020年 2021年 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

スコープ

評価 

・ニーズとスコープの把握 

・既存手法の調査 
                        

基準/ガ

イダン

ス・ 

開発プロ

セス 

・ステークホルダの招集                         

・ドラフト ver.1の作成                         

・ステークホルダレビュー                         

・ドラフト ver.2の作成                         

・パイロットテスト                         

・ドラフト ver.3の作成                         

・ステークホルダレビュー                         

・基準・ガイダンスの発行                         
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2.2. CDP 
2.2.1. 概要 

英国ロンドンに本部を置く NGO であり、年金基金等の機関投資家の代理人として、企業

に「CDP 気候変動」「CDP ウォーター」「CDP 森林」「CDP サプライチェーン」等の質問書

を送付し、回答内容の開示及び格付けを実施している。CDP の趣旨に賛同する機関投資家

は 525 機関、総資産 96 兆米ドルに達する。また、世界中の大手企業の気候変動対策に関す

る情報と評価結果が共通の枠組みと基準で得られるため、機関投資家や投資顧問会社の間

では、ESG 投資の銘柄選定の基礎データとしての地位を確保している。以下では、再エネに

関連する質問項目が含まれる CDP 気候変動質問書について記載する。 
 
 
 各国の時価総額の上位企業に対して投資家の要請により質問書が送付されている（日本

の場合は 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された 500 社）。ま

た、サプライチェーンプログラムに参加している企業・公的機関が質問書の送付先として指

定する企業に対しても質問書が送付されている。質問書は 14 の大問から構成され、環境価

値取引に関連する箇所としては、削減目標や排出実績等の設問がある。Climate Change 
Questionnaire 2019では、「C4 Targets and performance」「C5 Emissions methodology」「C6 Emissions 
data」「C7 Emission Breakdown」に該当箇所がある。サプライチェーンプログラムの質問書も

上記の 14 の大問は共通で、その後にサプライチェーンでの協業に関する質問等が追加され

ている。 
 

表 2-2 投資家要請の CDP 気候変動質問書 2018 の構成 

 
CDP における排出量の算定手法は、各国の法制度に準じた算定手法も選択することが可

能であり、日本の温対法や省エネ法に基づく報告も可能である。CDP のスコアリング上、

算定手法による得点の差異はないが、質問文の用語等がスコープ２ガイダンスに準拠して

書かれており、事実上、スコープ２ガイダンスが推奨されている。グローバル企業はスコー

プ２ガイダンスを選択するケースが多い。 
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2.2.2. 2019 年度の動向 
 気候変動質問書 2019 では、2018 年度と同様に表 2-3 に示すようなセクター別に質問書が

用意され、TCFD の提言に沿った設問構成であった。 
表 2-3 気候変動質問書 2018 におけるセクター分類 

農業 ・食品飲料、たばこ 

・農業産品 

・紙・林業 

エネルギー ・石炭 

・電力 

・石炭・ガス 

素材 ・セメント 

・化学 

・金属・鉱業 

・鉄鋼 

輸送 ・輸送機器製造業者 

・輸送サービス 

その他 ・上記部門に該当しないすべての企業 

(出典) CDP ホームページよりみずほ情報総研作成          
 
投資家の要請による質問書の送付対象 2は、2019 年度は世界では 5,990 社に送付し 2,628

社、日本では 579 社に送付し 356 社の回答を得ている（いずれも自主回答企業を含む）。そ

のうち、格付けの最高位である A リストの企業は世界 179 社、日本 38 社である。さらにサ

プライチェーンプログラムの要請による回答企業も含めると、世界の合計で 8,361 社が回答

している。 

 また、国内の熱証書のグローバルイニシアティブへの活用について、CDP にヒアリング

を実施した。その結果、再エネ熱由来Ｊ－クレジット、グリーン熱証書が CDP 及び SBT

に利用可能であることが判明した。原則は再エネ熱証書を創出した熱を供給する熱導管の

範囲で再エネ熱証書を使用する必要があるが、スコープ２ガイダンスでは「グリッドの範

囲」に加えて、「同一法体系の範囲」での使用も容認されているため、国内の状況を考慮

し、「同一法体系の範囲」で使用可能と整理した。なお、再エネ熱由来Ｊ－クレジット

は、オフセットクレジットの一種ではあるが、再エネ熱証書として必要な情報を兼ね備え

ているため、利用者がオフセットクレジットとして利用するか、再エネ熱証書として利用

するかを選択し、報告先のルールに従って計算する必要がある（詳細は 6.1 熱の温室効果

ガス排出量の算定を参照）。  

                                                        
2 2020 年 1 月 20 日開催 2019 年度 CDP 気候変動日本報告会の資料より 
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2.3. SBT 
2.3.1. 概要 

SBT は「SBT イニシアティブ」と呼ばれる、気候変動対策に関する情報開示を推進する連

合体（国連グローバル・コンパクト、CDP、世界資源研究所、世界自然保護基金）によって

設立され、現在もこれらの 4 組織が連携して運営事務局を担当している。 

 
表 2-4 SBT の運営組織の概要 

組織 概要 

国連グローバル・ 
コンパクト 
（UNGC） 

・ 参加企業・団体に「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」の 4 分野で、本質的

な価値観を容認・支持し、実行に移すことを求めているイニシアティブ。 
・ 1999 年に当時の国連事務総長が提唱。現在 1 万 4000 以上の企業・団体が加

盟（2020 年 3 月 30 日時点で日本は 354 の企業・団体が加盟）。 

CDP 

・ 企業の気候変動、水リスク、森林リスクに関する世界最大の情報開示プログ

ラムを運営する英国で設立された国際 NGO。 
・ 世界数千社の環境データを有する CDP データは機関投資家の ESG 投資にお

ける基礎データとしての地位を確立。 

世界資源 
研究所（WRI） 

・ 気候、エネルギー、食料、森林、水等の自然資源の持続可能性について調査・

研究を行う国際的なシンクタンク。 
・ 「GHG プロトコル」の共催団体の一つとして、国際的な温室効果ガス排出量

算定基準の作成などにも取り組む。 

世界自然保護基金 
（WWF） 

・ 生物多様性の保全、再生可能な資源利用、環境汚染と浪費的な消費の削減を

使命とし、世界約 100 か国以上で活動する環境保全団体。 

(出典) GVC プラットフォームよりみずほ情報総研作成 
 
 

SBT とは、パリ協定と科学的に整合した温室効果ガス削減目標の設定を企業に促す取組

である。具体的には、地球上の気温上昇を産業革命前の気温と比べて、2℃を十分に下回る

水準に抑え、また 1.5℃に抑えることを目指すために必要な温室効果ガス排出量のレベルと、

企業の温室効果ガス削減目標が「気候科学の知見に整合」していることを要件とする目標設

定である。ここで、「気候科学の知見に整合」とは、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
や IEA によって発表されている温室効果ガス排出量と気温上昇の関係を示すシナリオに沿

っていることが要件となっている。 
また、事業者自らの排出だけでなく、事業活動に関係するあらゆる排出（スコープ３）を

合計した排出量が対象となっている。 
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2.3.2. 2019 年度の動向 
2018 年 10 月に国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が 1.5℃特別報告書 3を公

開したことを受けて、SBT イニシアティブでは目標の承認要件を大幅に改定した。2019 年

10 月以前は、気温上昇を 2℃未満に抑える排出削減シナリオ（以下、「2℃シナリオ」）と整

合した削減目標を承認していたが、2019 年 10 月以降は「2℃シナリオを大幅に上回る」か

「1.5℃シナリオ」と整合する目標のみを承認することとし、「2℃シナリオ」と整合する目

標は承認しないことが公表された。 
 
 

 
(出典) GVC プラットフォーム 

図 2-2 SBT の目標設定のイメージ 
 

SBT の削減目標設定（特にスコープ１＋２）は次の経路が基本である。まず、スコープ

１、２について目標設定の必要がある。その際、スコープ１、２の削減経路はほぼ限定さ

れており、原則「総量」削減とする必要がある。スコープ３がスコープ１、２、３の合計

の 40%を超える場合にはスコープ３の目標策定が要求される。なお、目標に数値水準はな

く、企業ごとの事業特性を踏まえて「野心的」な目標を設定することが求められる。な

お、事業セクターによっては、セクターの特性を踏まえた算定手法も用意されている。 
SBT として認定を受けるための基準としては表 2-5 の基本要件がある。なお、再エネに

関する要件はスコープ２ガイダンスに準拠している。 
また、国内の熱証書のグローバルイニシアティブへの活用について、CDP にヒアリング

を実施した。その結果、再エネ熱由来Ｊ－クレジット、グリーン熱証書が CDP 及び SBT に

利用可能であることが判明した。詳細は 2.2.2 を参照。 

  

                                                        
3 産業革命前と比較して、1.5℃気温が上昇した場合の影響とその排出経路に関する特別報告書 
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表 2-5 SBT の認定要件 

項目 概要 

バウンダリ  GHG プロトコルに則り、企業全体のスコープ１、２をカバーし、全ての GHG
を対象とする 

時間軸  目標年は公表（目標提出）時点から最短 5 年以上、最長 15 年以内の期間と

する 

目標水準  「2℃を十分に下回る」または「1.5℃以下」に必要な削減レベル・ペースに

整合させる 
 スコープを複数合算（例：１＋２、１＋２＋３）した目標設定が可能。ただ

し、スコープ１＋２は SBT 水準を満たす必要 
 事務局が認定する SBT 手法（2 手法）と排出シナリオ（2 シナリオ）の組み

合わせにより目標を設定 

スコープ２  企業は基準年や SBT 達成の度合を検証するために、スコープ２ガイダンス

のロケーション基準、マーケット基準のどちらを利用しているのか開示が必

要 

スコープ３  スコープ３排出量がスコープ１＋２＋３の 40%以上の場合、スコープ３につ

いて時間軸が明確で“ambitious（意欲的）”かつ算定可能な目標を設定する 
 バウンダリはバリューチェーンの排出量の大部分を含める必要あり（例：上

位３カテゴリ、スコープ３全体の 2/3 など） 

報告  企業全体の GHG インベントリ（排出状況）を毎年開示する 
(出典) SBT ホームページよりみずほ情報総研作成 

  
目標が SBT の要求水準をクリアしていると認定を受けた企業は右肩上がりで増加してお

り、2020 年 3 月 30 日時点で世界で 348 社となっている。さらに、2 年以内の SBT 設定をコ

ミットしている企業は、世界で 493 社存在する。 
また、日本企業は 62 社が SBT の認定を既に受けており、2 年以内の SBT 設定をコミット

している日本企業は、26 社存在する。 
 

   
(出典) SBT ホームページよりみずほ情報総研作成 

図 2-3 SBT 参加企業の推移（左：世界、右：日本） 
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 また、2019 年から運用されている新基準（「2℃を十分に下回る」または「1.5℃以下」

に必要な削減レベル）での登録を受けた日本企業の目標を表 2-6 に示す。 
表 2-6 SBT 新基準で認定されている企業とその目標（定量目標のみ掲載） 

（出典）Science Based Targets ホームページよりみずほ情報総研作成 

企業名 目標レベル 目標が承認 

された年月 

目標対象 基準年 目標年 削減率 

積水ハウス 

株式会社 

Well-below 

2℃ 

2018 年 4 月 Scope1,2 2013 2030 35% 

Scope3 (C11) 2013 2030 45% 

株式会社 

アシックス 

Well-below 

2℃ 

2018 年 8 月 Scope1,2 2015 2030 38% 

Scope3 (C1, C12) 2015 2030 55% 

アスクル 

株式会社 

1.5℃ 2018 年 8 月 Scope1,2 － 2030 zero emissions 

Scope3 (C1, C4) 2015 2030 12% 

株式会社野村 

総合研究所 

Well-below 

2℃ 

2018 年 9 月 Scope1,2 2013 2030 55% 

Scope3 (C6, C7) 2013 2030 25% 

日本電気 

株式会社 

Well-below 

2℃ 

2018 年 11 月 Scope1,2 2017 2030 33% 

Scope3 (C11) 2017 2030 34% 

小野薬品工業 

株式会社 

1.5℃ 2019 年 1 月 Scope1,2 2017 2030 55% 

Scope1,2 － 2050 100% 

Scope3 2017 2030 30% 

Scope3 2017 2050 60% 

三菱地所 

株式会社 

Well-below 

2℃ 

2019 年 5 月 Scope1,2,3 2017 2030 35% 

Scope1,2,3 2017 2050 87% 

清水建設 

株式会社 

Well-below 

2℃ 

2019 年 8 月 Scope1,2 2017 2030 33% 

Scope1,2 2017 2050 63% 

Scope3 2017 2030 20% 

Scope3 2017 2050 43% 

株式会社 

丸井グループ 

1.5℃ 2019 年 9 月 Scope1,2 2016 2030 80% 

Scope3 2016 2050 35% 

Ｊ．フロントリテ

イリング株式会社 

Well-below 

2℃ 

2019 年 11 月 Scope1,2 2017 2030 40% 

Scope3 2017 2030 40% 

株式会社 

安藤・間 

Well-below 

2℃ 

2019 年 12 月 Scope1,2 2017 2030 33% 

Scope3 (C1, C11) 2017 2030 22% 

シャープ 

株式会社 

Well-below 

2℃ 

2020 年 1 月 Scope1,2 2018 2031 33% 

Scope3 (C11) 2018 2031 33% 

株式会社 

ジェネックス 

1.5℃ 2020 年 1 月 Scope1,2 2017 2030 55% 
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2.4. RE100 
2.4.1. 概要 

RE100 は、イギリスに本部を置く NGO である The Climate Group が、CDP の支援を受け

て 2014 年より実施しているプログラムである。The Climate Group とは、温室効果ガスのネ

ットゼロ排出を実現した持続可能な社会と経済を目指す組織である。RE100 の他、企業のエ

ネルギー消費効率の大幅改善を促す EP100 や、企業が事業活動で用いる自動車のすべてを

電気自動車に切り替えることを促す EV100 等の取組みも展開している。日本においては、

一般社団法人 CDP Worldwide-Japan 及び Japan-CLP が地域パートナーとして提携している。 
 
 

RE100 は、企業が事業活動で用いる電力のすべてを再生可能エネルギー由来の電力 (再エ

ネ電力) とすることを宣言する取組みである。対象企業、認定要件等の概要を表 2-7 に示す。 
表 2-7 RE100 の対象企業・認定要件等の概要 

項目 説明 

再エネ電力の 
定義 

再エネ電力は以下 (なお、各技術に関する環境・社会的な持続可能性に

鑑み、関連する推奨事項や要件等を導入する見込み) 
・ 太陽光 
・ 風力 
・ 水力 
・ 地熱 
・ バイオマス (バイオガス含む) 

対象企業 

以下のいずれか 1 つ以上に該当する「影響力がある」企業 
・ グローバル又は国内で認知度・信頼度が高い 
・ 主要な多国籍企業 (フォーチュン 1,000 又はそれ相当) 
・ 電力消費量が大きい (100GWh 以上) 
・ RE100 の目的に寄与する、何らかの特徴と影響力を有する 

対象電力 

再エネ電力に切り替えるべき対象電力は以下 
・ 他社から購入した電力 (Scope 2 排出量に相当) 
・ 自社で発電した電力 (Scope 1 排出量に相当) 
・ 原則として企業グループ全体が対象 

認定要件 

再エネ電力比率に関する最終目標及び中間目標の設定及び公表 
・ 遅くとも 2050 年までに 100% 
・ 2040 年までに 90% 
・ 2030 年までに 60% 

進捗報告 
RE100 の所定様式又は CDP 質問書を介して、進捗報告が必要 

・ 少なくとも電力消費量及び再エネ電力消費量 
・ その他、進捗を評価する追加情報等 

(出典) RE100 JOINING CRITERIA, RE100 TECHNICAL CRITERIA よりみずほ情報総研作成 
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2.4.2. 2019 年度の動向 
RE100 に参加している企業は、2020 年 3 月 30 日時点で、世界 229 社である。そのうち、

日本企業は 32 社である。日本企業の目標年について、表 2-8 に示す。 
表 2-8 RE100 に参加している日本企業（加盟順） 

企業名 目標年 

株式会社リコー 2050 年 

積水ハウス株式会社 2040 年 

アスクル株式会社 2030 年 

大和ハウス工業株式会社 2040 年 

ワタミ株式会社 2040 年 

イオン株式会社 2050 年 

城南信用金庫 2050 年 

株式会社丸井グループ 2030 年 

富士通株式会社 2050 年 

株式会社エンビプロ・ 
ホールディングス 

2050 年 

ソニー株式会社 2040 年 

芙蓉総合リース株式会社 2050 年 

生活協同組合コープさっぽろ 2040 年 

戸田建設株式会社 2050 年 

コニカミノルタ株式会社 2050 年 

大東建託株式会社 2040 年 

 
 

企業名 目標年 

株式会社野村総合研究所 2050 年 

東急不動産株式会社 2050 年 

富士フイルムホールディ

ングス株式会社 

2050 年 

アセットマネジメント

One 株式会社 

2050 年 

第一生命保険株式会社 2050 年 

パナソニック株式会社 2050 年 

旭化成ホームズ株式会社 2038 年 

株式会社髙島屋 2050 年 

株式会社フジクラ 2050 年 

東急株式会社 2050 年 

ヒューリック株式会社 2025 年 

株式会社 LIXIL グループ 2050 年 

株式会社 安藤・間 2050 年 

楽天株式会社 2025 年 

三菱地所株式会社 2050 年 

三井不動産株式会社 2050 年 

 (出典) RE100 ホームページよりみずほ情報総研作成 
 
また、RE100 に対して、RE100 の再エネ化の対象範囲である、非再エネ自家発電に対して

証書を適用可能かヒアリングしたところ、RE100 独自の運用として適用可能であることが

判明した。イメージを図 2-4 に示す。 

 
図 2-4 非再エネ自家発電に対して電力証書を適用 
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RE100 では、再エネ電力の調達手法として独自のルールを定めており、RE100 に参加す

る企業は、これらの手法から適宜選択して再エネ電力を調達することとなる。なお、RE100
メンバーへのヒアリングにより、Scope1 に該当する非再エネの自家発電に対しても証書を

適用可能であることが判明した。 
 

表 2-9 RE100 が定める再エネ電力の調達手法  
自家発電 
 自社が保有する再エネ発電設備からの発電 
購入電気 
 他者が保有する需要場所内の再エネ発電設備からの調達 

他者が保有する需要場所外の再エネ発電設備から自営線経由で調達 
再エネ発電事業者が保有する需要場所外の再エネ発電設備から系統経

由で直接調達 
小売電気事業者との契約（グリーン電力商品）による調達 
電気から切り離された電源構成証書の調達（RE100 独自の運用として、

Scope1 に該当する非再エネの自家発電に対しても証書を適用可能 4） 
その他 

※自家発電は、需要場所内で燃料を燃焼させることからスコープ１に該当するが、

RE100 では、スコープ１に該当する非再エネの自家発電に対して証書を適用する

ことができる。イメージは以下の通り。 

 
 

(出典) RE100 TECHNICAL CRITERIA 及び RE100 メンバーへのヒアリングをもとに、みずほ情報総研作成 

 
  

                                                        
4 国内における環境価値取引市場動向調査業務の受託者であるみずほ情報総研株式会社が RE100 に確認 
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3. 証書等に関する動向調査 
3.1. The Guarantee of Origin 
3.1.1. 概要 
（１）欧州のトラッキングシステム 

欧州では、2009 年の EU 改正電力市場指令によって、発電事業者に対し需要家へ電力の

「属性情報」（石炭、太陽光、風力等）を開示することが規定された。また同年の改正再生

可能エネルギー指令は、EU 内の再エネ利用促進のための共通の枠組みを提供するものであ

り、各国に対して再エネの「属性証明（Guarantee of Origin、以下 GO）システム」を構築す

ることを規定した。 
GO とは、発電された電気 1MWh について、どこの発電所でどの発電方法により発電さ

れたかを証明する証書であり、発電者に対して発行されるもので、発電所の稼動年数や設備

容量、補助金受給状況、といった情報も含まれる。GO は、物理的に発電される電気とは切

り離して、その「属性価値」をボランタリーベースで取引するものである。発行された GO
は（それが再エネの GO である場合）、小売電気事業者がそれを償却することによってはじ

めて再エネによって発電された電気であることを電気料金の請求書や広告などで開示でき

ることとなっている。あるいは大企業などの需要家が直接 GO を償却する場合もあり、これ

により、企業は再エネ利用を主張できることになる。 
GO 取引は市場参加者間で行われるが、GO の運用と管理をシステム上で行う機関（Issuing 

Body）が各国ごとに定められており、国の系統運用機関や電力市場の規制機関などがその

役割を担っている。この GO システムにより、再エネ価値を誰が保有しているかがトラッキ

ングされ、再エネ価値のダブル主張が回避できる仕組みになっている。 
GO システムの導入を求める EU 指令の対象国は、EU 加盟国 28 カ国及びスイス、アイス

ランド、ノルウェーの 31 カ国である。これら 31 カ国の GO システムの導入状況は、すでに

高度なシステムを運用している国から、システム構築のための法制度整備にこれから着手

するという国もある等、国ごとに状況が異なる。例えば、GO は再エネだけでなく、化石電

源や原子力を含む全電源について発行・移転・償却も可能であるが、現状それを行っている

のは、スイス、オーストリア等一部に限られる。一方、ドイツでは再エネであっても FIT 電

気に対して GO を発行していない。このようにどの電源種に対して GO を発行するかは各国

ごとの規制により異なる。 

 
（２）GO の国際取引 

2020 年 3 月時点で、上述の EU 指令の対象国のうち、2017 年末時点から 7 カ国増加し、

合計で 27 カ国（内、ベルギーについては地域に分かれているためメンバー数としては 305）

が「Association of Issuing Bodies （以下 AIB)」を構成しており、AIB 加盟各国の GO システ

ムが「AIB Hub」と呼ばれる通信ハブシステムにつながることで、透明性と信頼性を担保し

                                                        
5 オーストリア、ベルギー（ブリュッセル、フランデレン、ワロン、連邦）、クロアチア、キプロス、チ

ェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ※、アイスランド、

アイルランド、イタリア、ラトビア※、リトアニア※、ルクセンブルグ、モンテネグロ※、オランダ、ノル

ウェー、ポルトガル※、セルビア※、スロバキア※、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス。※は

2018 年以降に AIB に加盟した国。 
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つつ、簡素化された手続きのもとで GO の国際取引が可能となっている。 
GO の国際取引は、AIB 加盟国と非加盟国の間でも行われるが、非加盟国が加盟国に GO

を輸出する場合には、他のドメイン利用のための償却（cancellation in use for other domain）
手続きが必要とされ、加盟国側に GO の輸入に同意しない権利も生じるなどの制限が生じ

る 6。 
 

（３）残余ミックスと European Attribute Mix（EAM） 
前述したとおり、2009 年の EU 改正電力市場指令によって、発電事業者は、需要家に対し

て電力の「属性情報」（石炭、太陽光、風力等）を開示することが求められている。しかし

ながら、現状では、消費されている全ての電気について、その属性が GO によってトラッキ

ングされていないため、トラッキングされていない電気の電源構成を示す「残余ミックス」

がなければ、トラッキングされている電気の属性のダブル主張が生じかねず、トラッキング

システムそのものの信頼性が損なわれることとなる 7。 

 
（出典）Reliable Disclosure in Europe: Status, Improvements and Perspectives,  

Final Report from the project RE-DISS II, November 2015 
 

図 3-1 残余ミックスのイメージ 
一方、電力や GO が国際的に取引されている現状において、国内の残余ミックスにおける

属性の量はトラッキングされていない消費電力の量と一致しない 8。前者が後者より大きけ

れば、その余剰分の属性が European Attribute Mix （以下 EAM）にプールされる 9。こうし

て欧州全域の余剰属性を集めたものが EAM となる。その上で、属性が不足している国、す

なわち国内のプレリミナリー残余ミックスにおける属性の量がトラッキングされていない

消費電力量より少ない国に対しては、EAM の余剰属性が、EAM 全体の電源構成を反映した

形で配分される。こうして各国の最終的な残余ミックスが算出される。 
                                                        
6 AIB 事務局へのヒアリング（2019 年 1 月）による 
7 全電源がトラッキングされていれば、「残余ミックス」は不要な概念である。現状ではオーストリアが

それに該当するため、2017 年の EAM 算出から外れている。スイスは規制上は全電源開示が決まっている

が、運用上、未だ残余ミックスの算出が行われている。 
8 EAM による調整のされていない各国の残余ミックスは“プレリミナリー残余ミックス”と呼ばれる。 
9 EAM にプールされる属性は、余剰を出した国のプレリミナリー残余ミックスの電源構成が反映され

る。 
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（出典）RE-DSS プロジェクト公開情報を基にみずほ情報総研作成 

 
図 3-2 欧州における残余ミックス算出の流れ 

 
このように各国の最終的な残余ミックスを算出するにあたり用いられる共通のパラメー

ターである EAM は、AIB が EU 指令対象国のデータを収集することで毎年算出している 10 
 

 
3.1.2. 2019 年度の動向 

GO の発行・移転・償却の標準化された仕組みである「欧州エネルギー証明システム

（European Energy Certificate System、以下 EECS）」は、AIB 加盟国によって運用されている。 
EECS における GO 発行量、移転量、償却量は年々増加する傾向にあり、2019 年の発行量

は 703TWh、償却量は 603TWh であった。AIB Annual Report 2018 によると、2018 年の償却

量は 540TWh であったが、これは欧州の電力需要全体の 15％を、再エネ発電量の 45％を占

めている。なお、割り戻すと、欧州の電力需要全体は 3600TWh、再エネ発電量は 1200TWh
であることがわかる。 

  
（出典） AIB Activity statistics        

 
図 3-3 EECS における GO 発行量・移転量・償却量の推移 

                                                        
10 各国による残余ミックスの算出には、電源開示のタイミング、電源開示に用いられる GO の発電年との

関係など、様々なルールが適用されているのが実状である。このような状況の中、AIB が欧州レベルで単

一の方法により算出された各国の残余ミックスを EAM というパラメーターを用いることで示している。

よって AIB が算出した EAM や各国の残余ミックスを全ての国が受け入れているのではない。 

発行    国内移転    国際取引    期限切れ    償却 
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電源別では水力発電が発行量の 60.8％、償却量の 62.2% を占めている。 
 

 
(出典) AIB Annual Report 2018 

 
図 3-4 EECS における GO 発行量の電源別構成（左：2017 年、右：2018 年） 

 
 

 
(出典) AIB Annual Report 2018 

 
図 3-5 EECS における GO 償却量の電源別構成（左：2017 年、右：2018 年） 
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 国別の発行量では、ノルウェー、スペイン、イタリア、スイスで発行量が多く、この 4 カ

国で全体の発行量の 61％を占めている。特に発行量が多いのは、ノルウェーの水力発電の

GO であり、2018 年は 134TWh を占めている。償却量では、ドイツ、スイス、スペイン、オ

ランダの 4 カ国で全体の償却量の 52％を占める。 
 

 
(出典) AIB Annual Report 2018 

 
図 3-6 EECS における GO 発行量の各国の占める割合（左：2017 年、右：2018 年） 
 
 

 
(出典) AIB Annual Report 2018 

 
図 3-7 EECS における GO 償却量の各国の占める割合（左：2017 年、右：2018 年） 
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図 3-8 は、AIB 各国の再エネの発電量に対する GO の発行量の割合を示している。2017
年は 80%を超える国はなかったが、2018 年にはキプロス、デンマーク、フィンランド、イ

タリア、オランダ、スペイン、アイスランド、ノルウェー、スイスで需要家に対する電源

開示のために GO を利用している割合が高いことがわかる。 

 
 (出典) AIB Annual Report 2017 

 

 
(出典) AIB Annual Report 2018 

図 3-8 AIB 加盟国の再エネ発電量に占める GO 発行量の割合 
（上：2017 年、下：2018 年） 

 

 
表 3-1 は、2018 年に算出された EAM の電源構成比を示しており 11、図 3-9 はこの EAM

を用いて算定された各国の最終的な残余ミックスを示す。なお、2017 年の再エネ合計 EAM
は 7.87%であったが、2018 年は 2.44%に低下しているため、再エネの属性を主張する事業者

が増加していることがわかる。また、表 3-1 の環境指標は、図 3-2 欧州における残余ミッ

クス算出の流れと同様に、AIB 各国でそれぞれの値を計算し、AIB が各国の属性の超過・不

足分を考慮して算出したものである。 

  

                                                        
11 EAM は余剰属性の電源構成に加えて、CO2 排出量や放射性廃棄物量等の環境指標も公表している。 
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表 3-1  2018 年 EAM 

電源構成 再エネ 
合計 

不特定 
再エネ 

太陽光 風力 水力・ 
潮力 

地熱 バイオ 
マス 

原子力 
合計 

EAM 2.44％ 0.14% 0.45% 0.77% 0.81% 0.00% 0.27% 36.96% 
 

 

 

環境指標 CO2 排出量

(gCO2/kWh) 
LCA 

CO2 排出量

(gCO2/kWh) 

GWP 排出量 
(gCO2/kWh) 

LCA 
GWP 排出量 
(gCO2/kWh) 

放射性廃棄物 
(mgRW/kWh) 

EAM 486.05 521.74 490.64 560.31 1.03 
（出典）European Residual Mix 2017, AIB を基にみずほ情報総研作成 

 
 

 
 
 
 
 

（出典）European Residual Mixes 2018, AIB 

図 3-9 各国の最終残余ミックス（2018 年）  

電源構成 火力合計 不特定火力 褐炭 無煙炭 ガス 石油 

EAM 60.60% 2.48% 20.13% 13.28% 24.11% 0.61% 
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3.2. I-REC 
3.2.1. 概要 

International Renewable Energy Certificate: I-REC とは、非営利組織である The I-REC Standard
が提供する「ルールブック群及びそれに基づく電子的なトラッキングシステム」により認

証・発行される再エネ電力証書のことである。3.1GO と同様に、1MWh ごとに再エネ電力が

発電され、それと同等の再エネ電力価値が生み出されたことを証明する手段として利用さ

れる。小売電気事業者や電力の需要家が I-REC を購入することで、当該電力量分だけ、再エ

ネ電力を調達・消費したと主張することが可能となる。 
I-REC は独自の再エネ電力証書やトラッキングシステムが存在しない国・地域において、

再エネ電力証書を発行するためのトラッキングシステムとして採用されている。I-REC の特

徴は大きく以下の 3 つ。 
① 米国や欧州以外の、信頼性・透明性の高いトラキングシステム・再エネ電力証書が存

在しない国・地域における証書発行を行う。これらの地域では、各国の政府の協力を

得て I-REC の導入を実現する。 
 当該国・地域の法制度・商慣習を踏襲するため、国・地域の政府や専門家等と共

同で I-REC を導入する。 
 特に中国、東南アジア、中南米地域における I-REC の導入・認証が進んでいる。 

② The I-REC Standard が母体となり、各国・各地域における I-REC 発行主体を認定する。 
 各国・各地域には、政府等にオーソライズされた単一の I-REC 発行主体が設置

される。 
③ The I-REC Standard 及び I-REC 発行主体は企業活動を行わない。 

 再エネ電力の売買や発電事業者と需要家のマッチング等は実施しない。 
 I-REC の購入は、発電事業者や仲介事業者を通じて行う。 

 
I-REC を発行するためには、発電事業者自らが I-REC registry (登録簿システム) 上で口座

を開設したうえで、①設備認定と②電力量認定、2 段階の認定が必要となる。 
①設備認定においては、例えば当該地域における I-REC 発行主体が現地を訪れたり、ISO

等に基づく審査を実施したりすることはなく、当該地域における送配電事業者や系統運用

者 (Transmission System Operator: TSO, Independent System Operator: ISO 等) が把握・管理し

ている発電設備の情報や、Google map の衛星写真等により当該設備が実在することを確認

する。②電力量認定においては、送配電事業者や系統運用者が収集した、任意の期間におけ

る発電量データに基づき認定が行われる。このとき、電力量を計測する計量器について、I-
REC のルールにおける指定・制約等はなく、当該地域の電力取引における商慣行や業界標

準等に基づく計量器が利用されていればよい。いずれにせよ、発電事業者以外の第三者が確

認した発電量を、発電事業者自身が I-REC registry に登録することで I-REC が電子的に発行

される。 
小売電気事業者や電力の需要家が I-REC を購入するためには、発電事業者と同様に I-REC 

registry 上で口座を開設する必要がある。I-REC の取引・移転と償却も、発行と同様に I-REC 
registry 上で電子的に行われる。I-REC 発行主体の認定から実際の取引までのプロセス概要

を図 3-10 に示す。 
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(出典) みずほ情報総研作成 

図 3-10 I-REC 発行主体の認定から実際の取引までのプロセス概要 
 
現時点では、I-REC は再エネ設備のみをトラッキングしているが、技術的には火力電源に

ついてもトラッキングを実施することが可能である。しかしながら、I-REC はボランタリー

ベースの仕組みであり、火力電源の I-REC に対するニーズがないことから、再エネ設備の

みのトラッキングを実施している。なお、残余ミックス排出係数の算定に際しては、各国が

公表している統計データ等から化石電源の発電量及び排出量を参照している。 
 
3.2.2. 2019 年度の動向 
2019 年には、新たにコスタリカ、ニジェール、パナマ、ペルーの４カ国で設備が認定され、

27 カ国・地域で I-REC が発行されている。 
図 3-11 では、2019 年 12 月時点で I-REC registry に登録されている、発電所の設備容量の

推移を国・地域別に示す。特に中国で I-REC registry への登録発電容量が急速に増えている。 

 
(出典) The International REC standard HP “I-REC Registry” よりみずほ情報総研作成 

 
図 3-11 I-REC registry に登録されている国・地域別発電容量 (累積) の推移 
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図 3-12 では、2019 年 12 月時点で I-REC registry に登録されている、発電所の電源種別合

計設備容量を示す。世界全体で約 27GW の発電所が I-REC registry に登録されており、その

うちの 40%以上が水力発電である。次いで、風力発電、太陽光発電がそれぞれ 3 割弱、1 割

弱のシェアを占めている。また、地熱以外のいずれの電源種も設備容量は増加している。 
 

 
(出典) The International REC standard HP “I-REC Registry”よりみずほ情報総研作成 

 
図 3-12 I-REC registry に登録されている発電所の電源種別合計設備容量 

（左：2018 年 12 月時点、右：2019 年 12 月時点） 
 

 
図 3-13 では、2019 年 12 月時点で I-REC registry に登録されている、発電所の電源種別設

備容量を国・地域別に示す。国・地域によって登録されている電源種別の内訳は異なり、中

国では風力発電が多くのシェアを占める。また、コロンビアやスペインの様に、ほぼ水力の

みが登録されている国もある。 

 
(出典) “Market Statistics June 2018” (The I-REC Standard) よりみずほ情報総研作成 

 
図 3-13 I-REC registry に登録されている発電所の電源種別・国・地域別設備容量 
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3.3. RECs12 
3.3.1. RECs の概要 
 RECs（Renewable Energy Certificate）は、米国における再生可能エネルギー由来の電力に

付随すると考えられる環境面・社会面、その他電力エネルギーを除く属性の所有権を主張す

るための証明（証書）である。RECs は再エネ発電設備からの電力が電力網に 1MWh 流れる

ごとに発行され、その電力網に存在するトラッキングシステムに登録される。RECs には以

下のような属性情報が記載されている。 
（登録される属性情報の例） 

 トラッキングシステム ID 
 発電に使われた再エネ発電の種類 
 発電場所 
 当該発電プロジェクトの発電容量 
 プロジェクト名 
 発電設備の建設日時 
 REC 固有の ID 

 
 このような RECs の仕組みができた背景には、米国において電力の自由化が進む中で、電

力需要家や電力サプライヤーが再生可能エネルギー由来の電力を使っていることを主張し

たいという声や一定程度の再生可能エネルギーの利用を義務化するといった政策目的（RPS
制度など）に利用したいという声があった。しかし、電力網から電力を利用している限りそ

の電力がどのような発電手法によって発電されたかといった電源の特定（トラッキング）が

不可能であったため、トラッキングシステムと RECs による再エネ利用の主張ができるよう

に仕組みが整備されてきた。特に多くのトラッキングシステムにおいては、RPS の達成のモ

ニタリングのために整備されてきており、図 3-14 に示すように、米国全体で 10 程度のト

ラッキングシステムが併存している状況にある。これら 10 程度のトラッキングシステムを

用いて、電力サプライヤーや需要家が RECs を取引している。 

                                                        
12 RECs やトラッキングシステムに関する出典は以下の EPA の WEB サイトなど。 
https://www.epa.gov/greenpower/renewable-energy-certificates-recs 
https://www.epa.gov/greenpower/renewable-energy-tracking-systems 
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(出典) Center for Resource Solutions : 

 https://resource-solutions.org/wp-content/uploads/2018/02/Tracking-System-Map.pdf 
図 3-14 北アメリカ地域のトラッキングシステム 

 
 
3.3.2. 2019 年度の動向 
 2019 年度に大きな動向は見られなかった。なお、グリーンパワーの 2018 年の販売量は約

1.3 億 MWh であった（グリーンパワーの多くは RECs を使用している）。 
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3.4. Green-e13 
3.4.1. 概要 
 Green-e は、再エネ電力量を認証する「Green-e エナジー」、カーボンオフセットのための

CO2 削減量を認証する「Green-e クライメイト」、再エネを利用して作った製品を認定する

「Green-e マーケットプレイス」の３種類があり、Center for Resource Solutions が運営してい

る。３種類の Green-e の内「Green-e エナジー」は、ボランタリー市場における RECs の取引

において、RECs の質の高さを証明するための民間の認証制度である。「Green-e エナジー」

の認証には、追加性の確認が可能であるか、発電量が適切に報告されているかといった審査

があるため、認証のない RECs よりも質が高いと評価されている。Green-e エナジーの認証

付の RECs を需要家が評価する点として、評判等のリスク回避や意識の高い顧客の獲得・維

持といった効果につながっていることが挙げられる。Green-e の認証のついていない RECs
は、需要家の求める再エネの水準であるかという点が担保できないため、需要家の求める基

準に合致した Green-e 認証済みの RECs が購入される傾向にある。 
Green-e エナジーの認証プロセスは、年間発電量に関する審査とマーケットコンプライア

ンスの審査の 2 種類の審査がある。年間発電量の審査は、認証基準に沿った発電がおこなわ

れているか、といった観点で、発電量や地域への影響、バイオマスについては燃料について

の詳細等を電子的に書類を受付け、CRS と第三者機関（コンサルティング会社・監査法人）

が数か月にわたって審査する。この年間発電量の審査に合格すれば Green-e 認証の REC と

してトラッキングシステム上に登録される。なお、Green-e エナジーの対象となる発電は、

送電網に流している電力のみであり、屋根置きの太陽光発電システム等のオフグリッドの

再エネ発電の自家消費分を認証することはできない。ただし、製品認証である Green-e マー

ケットプレイスの認証では、自家消費分も含めて再エネによる製品製造として認めている。 
 トラッキングシステム上に登録された後に、マーケットコンプライアンスの審査として、

必要な情報公開が継続的に行われているかといった審査を随時実施している。これにより

需要家は使用している再エネ電力の正しい情報をいつでも得ることが出来るようになって

いる。需要家の求める再エネの基準は、需要家自身の基準に依るため、Green-e エナジーの

認証がそのまま求めるものではない可能性がある。しかし、情報開示が行われていることで、

需要家の基準に合致したものを確認可能になる。 
なお、カーボンオフセットのための Green-e クライメイトの認証も実施しており、再エネ

プロジェクトの認証が可能であるが、Green-e エナジーとの互換性はない。また、Green-e ク
ライメイトでは、Gold Standard や VCS（Verified Carbon Standard）等の他のプログラムに上

乗せで Green-e クライメイトの認証が与えられる。認証のプロセスは Green-e Energy と類似

している。Green-e クライメイトは何処の国でも購入が可能であり、日本でも購入可能であ

る。 
 
3.4.2. 2019 年度の動向 
 Green-e エナジーの認証は、発電者側と需要家側の双方が質の高い再エネというアピール

をできるようにすることを目的として始まったが、最近 5 年くらいで RE100 等のイニシア

                                                        
13 Green-e に関する情報の出典は、CRS へのヒアリングや以下の Green-e WEB サイト。 
https://www.green-e.org/ 
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ティブの登場もあり需要家の意識が大きく変化していること、PPA・VPPA 等の新しい契約

形態が登場したこともなどもあり急激に Green-e エナジーの認証が増加している。2013 年

の発行は 4000 万 MWh 程度であったが、2018 年には 7660 万 MWh になっている。販売先別

の Green-e エナジー認証の発行量を図 3-15 に示す。Green-e エナジー認証は、電力会社やプ

ロバイダーが販売しており、家庭にも一定量が販売されている。家庭への販売は、環境意識

の高い個人が自主的に購入する他、再エネの義務量を達成できない電力会社が Green-e を調

達し、Green-e で調整した電気を家庭に販売している分が含まれる。 

 
(出典) Center for Resource Solutions : https://resource-solutions.org/g2018/ 

図 3-15 販売先別の Green-e エナジー認証の発行量 
 
 また、2018 年 12 月時点の各州の電力関連制度のもとで、Green-e エナジーで認定された

再生可能エネルギーを電力会社から購入可能な州を図 3-16 に示す。なお、電気に紐づかな

い Green-e エナジーは、どの州でも購入可能である。 
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(出典) Center for Resource Solutions : https://resource-solutions.org/g2018/ 

図 3-16 Green-e エナジーが購入可能な州 
Green-e エナジーの電源別の売上金額割合を図 3-17 に示す。太陽光は約半分を占め、風力

が約 40%、バイオマス（ガスとガス以外の合計）が約 10%を占めている。 
 

 
(出典) Center for Resource Solutions : https://resource-solutions.org/g2018/ 

図 3-17 Green-e の電源別の売上金額割合 
 

また、その他の動向として、シンガポールや台湾で Apple のサポートにより Green-e の導

入が進められており、シンガポールでは 2019 年 8 月に 32MW の屋根に設置した太陽光パ

ネルのパイロット認証を完了している 14。2019 年 11 月には台湾用の基準のドラフトが公

表され、2020 年 1 月までパブリックコメントが実施された。

                                                        
14 CRS プレスリリース（2019 年 8 月 21 日） 
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3.5. 国内外の証書等の比較 

3.1～3.4 の証書に加え、国内の再エネ由来Ｊ－クレジット、グリーン電力証書、非化石証書の比較を表 3-2 に示す。 
表 3-2 各証書等の比較 

 GO I-REC RECs Green-e エナジー 再エネ由来 

Ｊ－クレジット 

非化石証書 グリーン電力証書 

発行主体 欧州委員会の指令に基づ

き、各国の AIB が発行 

各国・地域で１組織 各地域のトラッキングシ

ステム運営者(10 程度) 

Center for Resource 

Solutions 

国（経済産業省、環境

省、農林水産省） 

国（資源エネルギー

庁） 

一般財団法人日本品質

保証機構 

発行地域 EU 加盟国 28 カ国及び

スイス、アイスランド、

ノルウェー 

27 カ国・地域 ※１ 米国、カナダ 米国 日本 日本 日本 

発行量 70 億 MWh 

(2019 年分) 

438 万 MWh 

(2017 年分) 

約 1.3 億 MWh 

(2018 年グリーンパワー

販売量) 

7660 万 MWh 

(2018 年分) 

約 120 万 MWh 

(2019 年度分) 

約 5300 万 MWh 

(2017 年度分) 

34.6 万 MWh 

(2019 年度分) 

トラッキング 可能 可能 可能 可能 可能 トラッキングの実証実

験を実施中 

可能 

購入可能者 誰でも購入可 誰でも購入可 誰でも購入可 誰でも購入可 誰でも購入可 小売電気事業者 誰でも購入可 

活用方法 電力会社の販売電力の調

整、需要家の再エネ価値

の主張 

電力会社の販売電力の

調整、需要家の再エネ

価値の主張 

主に電力会社の RPS 制

度の義務履行、一部の需

要家が再エネ価値の主張 

電力会社の販売電力の

調整(ただし、電力と紐

づいて売買可能な州は

図 3-16 を参照)、需要

家の再エネ価値の主張 

電力会社の販売電力の

排出係数の調整、需要

家の再エネ価値の主

張・カーボンオフセッ

ト 

電力会社の販売電力の

調整 

電力会社の販売電力の

排出係数の調整、需要

家の再エネ価値の主張 

 CDP・SBT※２ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

RE100※３ 〇 〇 〇 〇 〇 政府によるトラッキン

グ FIT 非化石証書等○ 

〇 

取引方法 相対取引 相対取引 相対取引 相対取引 相対取引・事務局によ

る入札販売 

 相対取引 

価格の目安 

（kWh あたり） 

約 0.0017EUR 

(約 0.2 円)※４ 

利用可能な公開情報な

し 

0.00035USD～0.0012USD 

(0.0385 円～0.132 円)※５ 

利用可能な公開情報な

し 

約 0.9 円 ※６ 1.3 円 ※７ 4.5 円～15 円程度 ※８ 
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※１：アラブ首長国連邦、ブラジル、チリ、中国、コロンビア、コスタリカ、スペイン、グアテマラ、ホンジュラス、インドネシア、イスラエル、インド、ヨルダ

ン、モロッコ、メキシコ、マレーシア、ニジェール、パナマ、ペルー、フィリピン、シンガポール、タイ、トルコ、台湾、ウガンダ、ベトナム、南アフリカ 

※２：CDP Technical Note: Accounting of Scope 2 emissions 

※３：RE100 ホームページ FAQs 

※４：「平成 30 年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（国内における環境価値取引市場の動向調査）」におけるヒアリングより。

（1EUR＝119 円換算） 

※５：米国・環境保護庁 https://www.epa.gov/greenpower/green-power-pricing （1USD＝110 円換算） 

※６：事務局による入札販売分。販売単位は t-CO2 であり、2020 年 1 月の入札販売結果 1851 円/t-CO2 と全国平均係数 0.496kg-CO2/kWh を用いて算定。 

※７：2019 年度非化石証書取引（第３回）結果の加重平均値 

※８：環境省カーボンオフセットに用いられる VER の認証基準に関する検討会（第３回）参考資料２ 
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4. 日本企業の動向 
 海外の環境価値取引制度及び国内の環境価値の活用先として想定される各イニシアティ

ブの最新動向を調査するために、ヒアリングを実施した。 
 ヒアリング先として、国内の環境価値の活用を検討していると考えられる、SBT で目標

が認定済みもしくは、RE100 に加盟済みの国内の民間企業４社を選定した。 
 
(1)  システム会社 

グローバルイニシアティブに参画した経緯 
 ・社内で国内の環境経営度評価の結果がよくなかったことが問題となり、その

対策のために委員会を立ち上げた。その委員会の中で、今後グローバルにおい

ては CDP が重要であるという情報を入手し、CDP に回答を始めた。 
・CDP の質問項目の中に、SBT についての言及があるため、その流れで SBT 認

定取得に動いた。ただ、SBT 取得は難しく、認定を取得するまでに 2 年半ほ

どかかった。CDP と SBT は当時の経営層が推進していたこともあり、社内的

な抵抗はそれほどなかった。 
・RE100 に関しては、実現のための道筋がないことから社内でも時期尚早では

ないか、という意見もあったが、コミットすることの重要性を社内で共有できて

いたため、最終的に参加できた。 
目標達成に向けた実施内容 
 ・数年前から設備更新を進めており、既に相当レベルの省エネを達成している。

SBT 目標の大部分は設備更新で達成できる見込みであり、残りは再エネで賄

う予定だが、どうやって調達するかは課題である。 
環境価値の調達と課題 
 ・証書はほとんど購入していない。 

・調達方針としては、追加性のあるもの（新規に導入された発電設備からの電

気）をなるべく導入したいと考えている。全てに追加性を求めるわけではない

が、特に最初の調達案件などは追加性があるほうが望ましいと考えている。す

べての非化石証書が RE100 に使えるようになれば、それも調達の対象となる。

基本的には RE100 のルールに則った調達を優先したいと考えており、国際社

会に認められる方法で調達することで、投資家にも認められたいと考えてい

る。 
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(2)   電機メーカー 
グローバルイニシアティブに参画した経緯 
 ・社内の長期環境目標を策定済みであったが、SBT や RE100 はそれらとも整合

していたため、参加を決めた。 
目標達成に向けた実施内容 
 ・関係者への説明、消費者への訴求を考慮すると、RE100 に使用可能な証書のみ

を使用するのが分かりやすいとの結論に至った。 

・環境計画達成のためには熱需要による排出量削減も必要だが、当面は RE100

達成のため当社全体として電化を目指し、その上で熱需要として残る部分を

どうするか検討していく。 
環境価値の調達と課題 
 ・RE100 達成に向けて、新たに再エネを作る（オンサイト発電または自己託送）

手法を優先するが、国内での再エネ調達は単価が高いことが課題である。太陽

光のパネル価格は国内外で差はなくなってきているが、設置費用が国内は海

外に比べてまだ高い。 

・国に対しては、再エネの自家発電を増やすための環境整備、再エネ大量導入を

支える次世代ネットワークの構築サポートを期待している。 
 

 
(3)   小売事業者 

グローバルイニシアティブに参画した経緯 
 ・数年前までは法律順守程度の環境対策だったが、海外投資家の株式保有割合

が高く、CDP というグローバル標準の出現は意識せざるを得なかった。CDP
の設問が会社の環境活動の羅針盤となるため、CDP の設問を参考にしながら、

環境取組を進めていった。 
・SBT は、サイエンスベースドという言葉から難しいことを想像していたが、

事務局にヒアリングしたところまずは手を上げて仲間に加わって欲しい、と

いう趣旨であることが分かり、参加を決めた。数値目標は、日本政府の目標を

ベースとして設定した。 
・また、RE100 にも加盟したが、再エネ調達はコストであるものの、当社として

は将来への投資と割り切って考えている。 
目標達成に向けた実施内容 
 ・当社の要望に対して、小売電気事業者がオリジナルの再エネの環境価値を主

張できるメニューを開発し、提案してくれるので、そこから再エネの調達を行

っている。なるべく証書には頼らないようにしたいと考えている。 
環境価値の調達と課題 
 ・RE100 は 1 国 1 制度での運用を考えていることもあり、RE100 に利用可能な

証書について、国に取りまとめてもらえるとありがたい。 
 



35 
 

 
(4)   素材メーカー 

グローバルイニシアティブに参画した経緯 
 ・SBT、RE100 への参画の際、今後炭素税導入の可能性などもある中で財務リス

クを少しでも減らすべきであるという観点から、社内の IR にも味方になって

もらい、社内の理解を得た。また、RE100 事務局にも、当社の方針について説

明し、理解を得たので、RE100 への参加を決めた。 
目標達成に向けた実施内容 
 ・再エネ調達の優先順位としては、社内で決まった方針はないが、自社による再

エネ導入を優先し、証書は最後の手段と考えている。国内工場の屋根などに太

陽光パネルの設置を進めているが、敷地が限られていること、コストが高いこ

とから投資回収も難しい。 

・RE100 加盟後、小売電気事業者から再エネメニューの売り込みはあるが、値段

が高く今のところ購入していない。 
・まずは出来る限り再エネ自家発電を増やしていき、その後、トラッキングされ

た再エネの調達を検討・進めていく。電気を優先して再エネ化し、熱はその後

と考えている。 

・今後当社の顧客が、サプライヤーの選定基準として製品当たりの CO2 排出量

（炭素強度）を指標として使い始める可能性がある。そうなると、再エネが豊

富にある欧米と比較して、再エネの量が限定的な日本の素材メーカーは不利

になる可能性があると考えている。 
環境価値の調達と課題 
 ・証書は制度側でルールが変わる可能性があることからそれほど活用していな

い（再エネ証書ではないが、過去に調達した京都メカニズムクレジットが現在

は使用できなくなったため、証書も同様の状況になることを懸念している）。 
 

(5)  ヒアリングを通して判明した課題 

 今回、ヒアリングを実施した４社は、再エネ証書の活用よりも、再エネ設備を導入し

て、再エネを利用することを優先していた。これは、主要な証書制度が３種類あり、それ

ぞれの長所・短所を理解した上で、国内外の証書の計算方法の違いも考慮しながら活用す

る必要があること、また、証書の価格が高いことが挙げられる。前者は本業務のガイダン

スを通じて、国内の証書制度の特徴や、国内外の計算方法の違いを整理しており、一定の

効果があったものと推察される。後者は、2020 年度から非 FIT 非化石証書が登場し、まと

まった量の証書が下限価格の設定なしで販売されるため、証書価格の低下が期待でき、需

要家が再エネ調達しやくなる可能性が期待できる。 

また、再エネ設備を設置して自家発電した電気を利用するケースでも、日本はパネルの

価格は下がってきているものの、土地や設置費用を含めると初期投資費用が高く、投資回
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収が難しいことから、なかなか進みにくいとの意見があった。近年、初期費用なく毎月の

利用料を支払う第三者所有モデルなどの新しいスキームに基づく太陽光パネルの設置も登

場してきているので、環境先進企業の動向を調査し、好事例を広めていくことが重要であ

ると思われる。  
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5. ガイダンスの普及促進 
5.1. 説明資料の作成 
 説明会等で使用するために、ガイダンスの内容を分かりやすく容易に理解できるような

概要資料を作成した。また、作成した概要資料は 5.2 の説明会で使用した。 
 

 
5.2. 説明会の対応 
 業界団体からガイダンスの説明依頼があり、上記 5.1 で作成した説明資料を用いて、業界

団体の加盟企業向けの説明会を開催した。 
 
 
 
 
 
 

 

 

参加者からは、ガイダンスに関する質疑があり、質疑応答を通じて、ガイダンスの内容

について理解を深めた。 

 
 
5.3. ガイダンスに関する問い合わせ対応 
 ガイダンスや環境価値に関する問い合わせ対応を実施した。問い合わせは、経済産業省ホ

ームページの「気候変動をめぐる国際的なイニシアティブへの対応」を見て経済産業省に問

い合わせがあるケースと、弊社で別途受託しているＪ－クレジット制度事務局にＪ－クレ

ジット以外の環境価値を含めて幅広く質問いただいた際にＪ－クレジット制度事務局の代

理で回答したケースがある。 
 2019 年度は全部で 14 件の問い合わせがあり、うち 5 件が需要家から、9 件が電気事業者

からであった。電気事業者からの質問は、メニュー別を需要家に販売する際に、需要家から

環境価値に関する質問を受けて、問い合わせをしてくるケースが多かった。 

  

日時 令和元年 7 月 11 日（木）15:00-16:00 

場所 業界団体会議室 

出席者 業界団体加盟企業 15 社、19 名 

議題 我が国企業による国際的な気候変動イニシアティブへの対応に

関するガイダンスの更新について 
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6. ガイダンスの改定 
 本年度、2.1 や 2.2、2.3 で調査・分析した内容や、2.2.2 及び 2.4.2 の CDP、RE100 に対す

るヒアリングを踏まえて、新たに判明した点をガイダンスに反映した。主な追記内容は以下

の通り。 
 
6.1. 熱の温室効果ガス排出量の算定 

6.1.1. データ収集の準備 
公表したい期間（X 年）の排出量の算定に必要な年間の熱使用量（蒸気、温水、冷水等の

場合は、熱使用量に換算しておく）のデータと、熱の排出係数の対象年度を決定する。その

際にそれぞれの年度が同じであることが望ましい。表 6-1 に熱使用量の年度と適用する熱

の排出係数の対象年度の例を示す。 
 
表 6-1 Ｘ＋１年度に公表する排出量の算定に使用する熱使用量と排出係数の年度の例 

 熱使用量 排出係数 特徴 
ケース１ Ｘ年度 Ｘ年度 期ズレはないが、熱供給事業者等 15におけ

るマーケット基準対応の排出係数算定の

期間が短く、排出係数の入手が難しい可能

性有り。 
ケース２ Ｘ年度 Ｘ－１年度 期ズレが生じる。排出係数の低減効果が表

れるまでに１年かかる。 
ケース３ Ｘ－１年度 Ｘ－１年度 期ズレはないが、熱使用量や排出係数の低

減効果が表れるまでに１年かかる。 
＜参考＞ 
温対法に基づく温室

効果ガス排出量算

定・報告・公表制度 

Ｘ年度 Ｘ年度 期ズレはなく、特に問題はない。 

 
 
6.1.2. ロケーション基準手法に基づく算定 
日本では温対法において実績値を元に設定された「産業用蒸気」及び「蒸気（産業用のも

のは除く。）、温水、冷水」の排出係数が公表されている。これは優先順位が最も高い排出係

数として位置付けられるため、ロケーション基準手法では、原則として自社が外部から調達

した全ての熱に温対法の係数を適用することで排出量を算出する。参考として、温対法にお

ける熱に関する排出係数を表 6-2 に示す。なおロケーション基準手法に基づく算定では、

需要家が証書等を購入していてもその効果を反映することはできない。 
 
 
 

                                                        
15 熱供給事業者、ESP 等、他者に熱供給を行う者が該当。以下、同じ。 



39 
 

 
 

表 6-2 温対法における熱に関する排出係数 

※「産業用蒸気」は隣接する工場等で発生した蒸気の供給を受けた場合に適用し、「産業用

以外の蒸気」は熱供給事業者等から蒸気の供給を受けた場合に適用する。 
※本ガイダンス作成時点の排出係数を掲載しているが、最新の温対法における排出係数に

ついては、算定・報告・公表制度のホームページよりご確認されたい。 
 

ロケーション基準対応の温室効果ガス排出量の算定例を以下に示す。 
＜算定例＞ 

XX 工場から 1000GJ、YY 熱供給から 2000GJ の蒸気をそれぞれ調達している場合 
 
算定結果は下記のとおり。 
 XX 工場：1000GJ×0.060t-CO2/GJ＝60t-CO2 
 YY 熱供給：2000GJ×0.057t-CO2/GJ＝114t-CO2 
これらを合計して排出量は 174t-CO2 と算出される。 

表 6-3 ロケーション基準手法に基づく算定例 

熱の調達先 熱使用量 
(GJ) 

温対法におけ

る排出係数 
(t-CO2/GJ) 

排出量 
(t-CO2) 

XX 工場 1000 0.060 60 

YY 熱供給 2000 0.057 114 

合計 3000 ― 174 

※調達した全ての熱に対して、全国平均係数を適用する。 

 

6.1.3. マーケット基準手法に基づく算定 
マーケット基準手法では、需要家自らが実際に購入している熱の排出係数（マーケット基

準対応の排出係数）を用いて排出量を算出する。さらに需要家が証書等を購入している場合

は、その効果も反映することができるため、「(1) 他者から調達した熱の排出係数（マーケッ

ト基準対応の排出係数）の特定」、「(2) 需要家が調達した証書等による温室効果ガス排出量

の調整」の２段階で解説する。 
 

(1)  他者から調達した熱の排出係数（マーケット基準対応の排出係数）の特定 
需要家は、調達している熱のマーケット基準対応の排出係数を特定する必要がある。「マ

単位：t-CO2/GJ 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 
産業用蒸気 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

蒸気（産業用のものは 
除く。）、温水、冷水 

0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 
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ーケット基準対応の排出係数」のポイントは表 6-4 の３点である。 
需要家がマーケット基準対応の排出係数を把握していない場合は、熱供給事業者等にマー

ケット基準対応の排出係数を問い合わせる必要がある。 
 

表 6-4 マーケット基準対応の排出係数の考え方 
ポイント スコープ２ガイダンス 

（マーケット基準対応排出係数） 
＜参考＞温対法に基づく温

室効果ガス排出量算定・報

告・公表制度 
ポイント①： 
オフセットクレジットの

使用可否 

不可 
（再エネ熱由来Ｊ－クレジッ

トは使用可） 

全国一律の固定値を使用 

ポイント②： 
証書使用時の計算方法 

証書と同量の熱量をゼロエミ

化（熱量（kJ、MJ、GJ 等）単位

で調整） 
ポイント③： 
証書発行後の属性のない

熱の扱い 

証書等を創出し、他者に移転し

た分の証書に相当する排出量

を加算して排出係数を作成 
 
 

(2)  需要家が調達した証書等による温室効果ガス排出量の調整 
他者から調達した熱の排出係数を特定した後は、需要家が自ら調達した証書等により、温

室効果ガス排出量を調整する。「スコープ２ガイダンス対応の排出量算定」が「温対法に基

づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出量算定」と異なる点のポイントは表 
6-5 の２点である。 

 
表 6-5 需要家におけるマーケット基準対応の排出量算定のポイント 

ポイント スコープ２ガイダンス 
（マーケット基準対応排出量） 

＜参考＞温対法に基づく温室

効果ガス排出量算定・報告・公

表制度 
ポイント①： 
オフセットクレジット

による調整 

不可 
（再エネ熱由来Ｊ－クレジッ

トは使用可） 

可 

ポイント②： 
証書による調整 

証書と同量の熱量をゼロエミ

化（熱量（kJ、MJ、GJ 等）単

位で調整） 

温対法における排出係数相当

の CO2 をゼロエミ化（CO2 量

（kg-CO2、t-CO2 等））単位で

調整） 
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(3)  温室効果ガス排出量の算定例 
 マーケット基準対応の排出量の算定例を以下に示す。 
前提条件： 
熱供給事業者から 1000GJ、隣接する他社の工場から 1500GJ の熱を調達しているとする。両

者にマーケット基準対応の排出係数を問い合わせたところ、熱供給事業者は 0.050t-CO2/GJ、
隣接する他社の工場は 0.060t-CO2/GJ であった。また、証書等は「グリーン熱証書 1000GJ」
「再エネ熱由来Ｊ－クレジット 20t-CO2（300GJ）」「省エネ由来Ｊ－クレジット 30t-CO2」を

保有している。 
 
STEP1：マーケット基準対応の排出係数を用いて、排出量を算定 

熱供給事業者等から調達している熱のマーケット基準対応の排出係数を特定し、それぞ

れの熱の排出量を算定する。なお再エネ熱を自ら製造し、その証書等を他者に移転してい

る場合に必要な措置は「6.3 再エネ証書創出・移転における注意点」を参照すること。 
 

表 6-6 調達先の熱供給事業者ごとの排出量算定例 

 
熱の調達先 

熱使用量 
（GJ） 

マーケット基準対応

の排出係数 
（t-CO2/GJ） 

排出量 
（t-CO2） 

熱供給事業者 1000 0.050 50 

隣接する他社の工場 1500 0.060 90 

合計 2500 － 140 
 
STEP2：排出量の調整に使用する証書等の決定 

需要家が自らの排出量の調整に使用できる証書等は、再エネ熱由来Ｊ－クレジット、グ

リーン熱証書である。なお、温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に

おける調整では、Ｊ－クレジット（再エネ由来、省エネ由来、森林由来）、グリーンエネル

ギーCO2 削減相当量が利用可能であり、スコープ２ガイダンスとは使用できる証書等が異

なるため、注意が必要である（表 6-7 参照）。 
 
表 6-7 スコープ２ガイダンス及び温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表

制度で需要家が排出量調整に利用可能な証書等 
証書等 スコープ２ 

ガイダンス 
温対法に基づく温室

効果ガス排出量算

定・報告・公表制度 
Ｊ－クレジット 再エネ電力由来 × ○ 

再エネ熱由来 〇※１ 〇 
省エネ由来・森林由来 × ○ 

グリーン電力証書 × 〇※２ 
グリーン熱証書 〇 〇※２ 
※１ Ｊ－クレジットは t-CO2 単位で発行されるが、希望者には再生可能エネルギー算
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定量（GJ 単位）を記した書類も発行される。 
※２ グリーンエネルギーCO2 削減相当量として認証を受けることで利用可能 

 
前提条件に挙げた証書等のうちスコープ２ガイダンスで需要家が排出量の調整に利用

可能な証書等は「グリーン熱証書」及び「再エネ熱由来Ｊ－クレジット」である。 
〇グリーン熱証書 1000GJ 分 
〇再エネ熱由来Ｊ－クレジット 20t-CO2 分（300GJ 相当） 
×省エネ由来Ｊ－クレジット 30t-CO2 分 

 
図 6-1 スコープ２ガイダンスで利用可能な証書等の例 
（熱量と CO2 量の関係はプロジェクトにより異なる。 

上記では、グリーン電力証書の排出係数を 0.050t-CO2/GJ と仮定。） 
 

STEP3： 証書等使用後の排出量の算定 
STEP1 で算定した排出量に対して、STEP2 の証書等を使用する。証書等を使用する際に

は、熱量（kJ、MJ、GJ 等）単位で調整する必要があるため、どの熱に対して証書等を使用

するかを決定する必要がある。 
図 6-1 では合計で 1300GJ 分の活用可能な証書等を保有しており、任意の熱 1300GJ 分

の排出量を相殺することができる。下図は隣接する他社の工場から調達した 1500GJ に対

して 1300GJ 分の証書等を使用した場合である。 
 

以上より、マーケット基準対応の需要家の排出量は証書使用後の排出量を合計した 62t-
CO2 と算出される。 

 
図 6-2 マーケット基準対応の排出量の算定例 
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＜参考＞温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定例 
6.1.3(3) の事例を温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の算出方法で

算定した場合、下記のとおりである。 
STEP1： 温対法に基づく排出係数を用いて、排出量を算定 

 
 
STEP2： 排出量の調整に使用する証書等 16の決定 
Ｊ－クレジットは再エネ熱由来、省エネ由来、森林由来の全てが使用可能である。グリー

ン電力証書、グリーン熱証書についてはグリーンエネルギーCO2 削減相当量として認証後、

使用可能である。また、その他に二国間クレジットも使用することができる。 

 
 
STEP3： 証書等使用後の調整後排出量の算定 
証書等は CO2 量（kg-CO2、t-CO2 等）単位で使用する。ここでは、証書等を 100t-CO2 保

有しているため、排出量 100t-CO2 を相殺することができ、排出量は 40t-CO2 となる。 

 
 

  

                                                        
16 温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度では、国内認証排出削減量と称するが、本

紙の他の箇所と書きぶりを合わせて証書等と記載している。 
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6.2. 再エネ（電気・熱）の調達と価値の主張 
6.2.1. 国際的イニシアティブにおける日本の証書等の扱い 

本章では、国際的イニシアティブにおける日本の証書等の扱いについて記載する。 
まず、それぞれの国際的イニシアティブにおける証書等の要件は表 6-8 のとおりである。 

表 6-8 国際的イニシアティブにおける証書等の要件 

名称 証書等の要件 

CDP スコープ２ガイダンスに準拠（電力証書等、熱証書等のいずれも使用可） 

SBT スコープ２ガイダンスに準拠（電力証書等、熱証書等のいずれも使用可） 

RE100 スコープ２ガイダンス準拠を基本とし、独自要件（以下）を追加 
・再エネと認める再エネ種を指定（太陽光・太陽熱、水力、風力、地熱、

バイオマス（バイオガス含む）） 
・再エネ電気調達手法として認める 7 種の調達手法を指定 
※再エネ電気に関するイニシアティブであるため、電力証書等は使用で

きるが、再エネ熱証書等は使用できない。 
 

国際的イニシアティブの事務局等に確認した結果 17、CDP と SBT では、再エネ由来Ｊ

－クレジット、グリーン電力証書、非化石証書のいずれも利用可能であり、RE100 は再エ

ネ由来Ｊ－クレジット、グリーン電力証書及び非化石証書 18のうち政府によってトラッキ

ングされた属性が付与 19されている非化石証書等 20が利用可能である。 
まとめると、日本の証書等の国際的イニシアティブとの対応関係は表 6-9 のとおりであ

る。 
  

                                                        
17 再エネ由来Ｊ－クレジットは、Ｊ－クレジット制度運営業務の受託者であるみずほ情報総研が、グリ

ーン電力証書は CDP Worldwide-Japan が、非化石証書は資源エネルギー庁が CDP、SBT、RE100 にそれぞ

れ対応関係を確認。 
18  非化石証書は、FIT 非化石証書、非 FIT 再エネ指定非化石証書、非 FIT 再エネ指定なし非化石証書の

３種類存在する。 
19 非化石価値取引市場の利用価値向上に向けた検討の一環で、非化石証書のトラッキングに係る実証実

験を実施している。 
20 FIT 非化石証書については、その全量が JEPX におけるオークションで取引されているところ、RE100
においては、トラッキングによって FIT 非化石証書の由来する電源の属性が担保されているもの（トラッ

キング付非化石証書）については、RE100 での活用を認めるという見解が示されている。また、非 FIT 再

エネ指定非化石証書については、FIT 非化石証書と異なり、JEPX におけるオークション取引（市場取

引）だけでなく、発電事業者と小売電気事業者による相対取引も認められており、当該非化石証書と電気

をセットで相対契約に基づき調達し販売する小売供給形態も想定されている。このような相対契約に基づ

き非 FIT 非化石証書と電気をセットで調達し販売する小売供給形態については、RE100 へ利用可能との見

解が示されている。（第 35 回電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会(令和元年 10 月)） 
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表 6-9 日本の証書等と国際的イニシアティブとの対応関係 

 CDP 
(GHG プロトコル準拠) 

SBT 
(GHG プロトコル準拠) 

RE100 
(GHG プロトコルをベース

に独自要件あり ※１) 
再エネ電力由来 
Ｊ－クレジット 

○ ○ ○ 
再エネ熱由来 
J-クレジット 

〇 〇 ― 
(熱は RE100 の対象外) 

グリーン電力証書 ○ ○ ○ 

グリーン熱証書 〇 〇 ― 
(熱は RE100 の対象外) 

非化石証書 ○ ○ 
政府によるトラッキング

FIT非化石証書等○※２ 

※１ 詳細は 6.4 熱供給事業者に排出係数を照会するときのポイントを参照。 

※２ 詳細は P25 の脚注 pを参照。 
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6.2.2. 国内における需要家の再エネ価値（熱）の調達方法 
国内の現行制度下における、GHG プロトコルと整合した需要家の再エネ価値（熱）の調

達方法を図 6-3 に示す。 

 
 
 
 
図 6-3 国内の現行制度下における需要家の再エネ価値（熱）の調達方法のオプション 

 
 
  需要家が再エネ熱を自ら製造し、自ら使用 
需要家が再エネ熱を自ら製造し、熱と環境価値が紐づいた状態で需要家が使用するケー

スである。なお、再エネ発熱設備がリース等であっても、その熱を需要家が使用している

場合は、本ケースに該当すると整理する。 
需要家は自ら製造した再エネ熱のうち、自家消費した量を測定することにより、その分

の「再エネ熱の使用」を主張することができる。 

 
※３：スコープ２ガイダンスでは、次のものをバイオマスと定義している。 

生物の生物学的プロセスによって生成される物質または燃料。生物由来の有機非化

石物（植物性物質等）、バイオ燃料（バイオマス原料から生成される液体燃料等）、

バイオガス（埋立ガス等）、バイオ廃棄物（生体起源の固形の都市廃棄物等）が含ま

れる。 

  

※１：需要家自身で証書を適用する場合に加えて、他者が需要家のために代理で証書を使用する場合も含む。 

※２：グリーン熱証書をグリーンエネルギーCO2 削減相当量として認証を受ける必要がある。 

Ａ 

（※３） 
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  熱供給を行う他者から再エネ熱を調達 
 熱供給事業者、ESP 等の他者が製造した再エネ熱を、環境価値が紐づいた状態で調達す

るケースである。 
需要家は、再エネ熱の調達先との契約を根拠に「再エネ熱の使用」を主張することができ

る。 

 
※４：スコープ２ガイダンスでは、次のものをバイオマスと定義している。 

生物の生物学的プロセスによって生成される物質または燃料。生物由来の有機非化

石物（植物性物質等）、バイオ燃料（バイオマス原料から生成される液体燃料等）、

バイオガス（埋立ガス等）、バイオ廃棄物（生体起源の固形の都市廃棄物等）が含ま

れる。 
 
 
  熱供給を行う他者から非再エネ熱を調達し、証書等を使用 
 熱供給事業者、ESP 等の他者が製造した非再エネ熱と、証書等（再エネ熱由来Ｊ－クレ

ジット又はグリーン熱証書）を組み合わせた熱を調達するケースである。なお、証書等は

熱の調達先が用意する場合と、需要家が自ら用意する場合の両方が該当する。 
 需要家は証書等の使用を以って、調達した熱の「再エネ価値の使用」を主張することが

できる。 

 
※５：再エネ熱由来Ｊ－クレジット又はグリーン熱証書（熱に対して使用可能な証書は再

エネ熱由来Ｊ－クレジット、グリーン熱証書のみである。）  

Ｂ 

Ｃ 

（※５） 

（※４） 
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6.3. 再エネ証書創出・移転における注意点 
証書等は再エネの価値を他者に移転させるものであることから、１つの証書等が有する再

エネ価値やゼロエミ価値を複数の者が主張しないようにしなければならない。原則として、

証書等を創出・移転した者はその価値を主張できなくなり、証書等を購入・使用したものが

主張可能であるが、証書等によって考え方が異なるため証書等別に解説する。 
 

(1)  再エネ電力・熱由来Ｊ－クレジット又はグリーン電力・熱証書を創出し、他者に移転し

た場合 
再エネ電力・熱由来Ｊ－クレジット又はグリーン電力・熱証書を創出・移転した者は、再

エネ価値を主張することは出来ないため、他者に移転した時に二重主張の防止措置を実施

する必要がある。具体的な防止措置は以下のとおり。 
 

1) 再エネ熱由来Ｊ－クレジットの場合 
再エネ熱由来Ｊ－クレジットを創出し、他者に移転した者（Ｊ－クレジット制度にお

ける「排出削減活動の実施者」）は、再エネ価値や排出量がゼロであることを主張する

ことはできない。二重主張の防止措置として、他者に移転した再エネ熱由来Ｊ－クレジ

ットと同量の CO2 量を、再エネ熱由来Ｊ－クレジットを創出し他者に移転した者の排

出量に加算する。 
 

2) グリーン熱証書の場合 
グリーン熱証書（MJ、GJ 等）の発行対象の熱を製造し、グリーン熱証書を他者に移転し

た者（グリーン熱証書制度における「グリーン熱発生事業者」）は、再エネ価値や排出量が

ゼロであることを主張することはできない。二重主張の防止措置として、グリーンエネルギ

ーCO2 削減相当量認証制度に基づき CO2 量に換算し、グリーン熱証書の発行対象の熱を製

造した者の排出量に加算する。 
 

(2)  再エネ電力・熱由来Ｊ－クレジットを他者から購入し、転売した場合 
他者から再エネ電力・熱由来Ｊ－クレジットを調達し、転売した場合、創出者が既に二重

主張の防止措置を講じているため、転売者が二重主張の防止措置を講じる必要はない。 
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以上より、再エネ電力由来Ｊ－クレジットや、グリーン電力証書も含めて、二重主張の防止

措置をまとめると、表 6-10 のとおりである。 
 

表 6-10 それぞれの証書等における、二重主張の防止措置 
証書等 防止措置の実施者 防止措置の内容 

スコープ２ガイダンス （参考）温対法に基づく

温室効果ガス排出量算

定・報告・公表制度 
再エネ電力由

来Ｊ－クレジ

ット 

再エネ電力由来Ｊ

－クレジットを創

出し、他者に移転し

た者 

他者に移転した再エネ電

力由来Ｊ－クレジットの

電気相当量に、残余ミッ

クス排出係数を乗算して

算出した CO2 量を、自ら

の排出量に加算する。 

他者に移転した再エネ電

力由来Ｊ－クレジットと

同量の CO2 量を自らの

排出量に上乗せする。 

再エネ熱由来

Ｊ－クレジッ

ト 

再エネ熱由来Ｊ－

クレジットを創出

し、他者に移転した

者 

他者に移転した再エネ熱

由来Ｊ－クレジットと同

量の CO2 量を自らの排

出量に上乗せする。 

他者に移転した再エネ熱

由来Ｊ－クレジットと同

量の CO2 量を自らの排

出量に上乗せする。 
グリーン 
電力証書 
（グリーンエ

ネルギー CO2
削減相当量認

証制度） 

グリーン電力証書

の発行対象の電力

を発電し、グリーン

電力証書を他者に

移転した者 

他者に移転したグリーン

電力証書発行量に、残余

ミックス排出係数を乗算

して算出した CO2 を、自

らの排出量に加算する。 

他者に移転したグリーン

電力証書量を、グリーン

エネルギーCO2 削減相当

量認証に基づき CO2 量

に換算し、自らの排出量

に加算する。 
グリーン熱証

書（グリーンエ

ネルギー CO2
削減相当量認

証制度） 

グリーン熱証書の

発行対象の熱を生

成し、グリーン熱証

書を他者に移転し

た者 

他者に移転したグリーン

熱証書量を、グリーンエ

ネルギーCO2 削減相当量

認証に基づき CO2 量に

換算し、自らの排出量に

加算する。 

他者に移転したグリーン

熱証書量を、グリーンエ

ネルギーCO2 削減相当量

認証に基づき CO2 量に

換算し、自らの排出量に

加算する。 
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6.4. 熱供給事業者に排出係数を照会するときのポイント 
需要家はスコープ２ガイダンスに対応した排出量算定の際に、熱調達先の熱供給事業者

等からマーケット基準対応の排出係数を入手する必要がある。「マーケット基準対応の排出

係数」の提供を依頼する際のポイントは表 6-11 の３点であり、これらの点が対応できてい

る排出係数の提供を依頼する必要がある。 
 

表 6-11 熱供給事業者等にマーケット基準対応の 
排出係数の提供を依頼する際のポイント 

ポイント スコープ２ガイダンス ＜参考＞温対法に基づく

温室効果ガス排出量算

定・報告・公表制度 
ポイント①： 
オフセットクレジットの

使用可否 

不可 
（再エネ熱由来Ｊ－クレジットは使

用可） 

全国一律の固定値を使用 

ポイント②： 
証書使用時の計算方法 

証書と同量の熱量をゼロエミ化（熱量

（kJ、MJ、GJ 等）単位で調整） 
ポイント③： 
証書発行後の属性のない

熱の扱い 

証書等を創出し、他者に移転した分の

証書に相当する排出量を加算して排

出係数を作成 
（ただし、現時点で発行されている熱

証書は自家消費分が大半を占めてお

り、証書発行後の熱は一般に流通して

いないため、実際には本ケースは稀で

ある。） 
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需要家が熱の調達先からマーケット基準対応の排出係数を入手する際の熱の調達先にお

ける算定例を STEP1～STEP3 に示す 21。 
 
前提条件： 
 需要家は熱供給事業者１社から 1000GJ 調達しており、熱供給事業者に対して、スコープ

２ガイダンス対応の排出係数を問い合わせた。 
問い合わせを受けた熱供給事業者は、需要家に供給した熱 1000GJ の製造時の燃料構成を

調査し、都市ガス 20 千 Nm3、電気 50MWh を用いて製造し、それぞれの排出量は 40t-CO2、
20t-CO2 であることが判明した。また、熱供給事業者は「グリーン熱証書 400GJ」、「再エネ

熱由来Ｊ－クレジット 10t-CO2（100GJ）」、「省エネ由来Ｊ－クレジット 10t-CO2」を保有し

ている。 
 
STEP1: 熱の調達先における温室効果ガス排出量の算定 
熱の製造時における排出量は、温対法に基づく熱供給事業者の排出量の算定時と同様に算

出する（燃料ごとの使用量に対して、それぞれの排出係数を乗算して算定）。 
 

表 6-12 熱の調達先における排出量と排出係数の算定例 

 
（※1）熱の製造に使用したエネルギー量×エネルギー別 CO2 排出係数で算出する。 
（※2）熱の製造に使用した電気のマーケット基準対応の排出係数が不明な場合は、Appendix 

D を参考に、熱供給事業者から小売電気事業者にマーケット基準対応の排出係数を

照会する必要がある。 
 
  

                                                        
21 算定例は、需要家が排出係数の算定方法を熱供給事業者に説明することを想定して記載している。

GHG プロトコルのスコープ３基準では、電気や熱を供給する際のロス（送電線や配管でのロス等）は、

スコープ３カテゴリ３に分類されている。ただし、電気や熱を供給する際のロスを一体として考える国・

地域もあるため、電気や熱を供給する際のロスを含めてスコープ２に計上する考え方も許容されている。

算定例では、国内の状況を考慮し、熱を供給する際のロスを含めて排出係数を算定する方法を記載してい

る。熱を供給する際のロスを除いた排出係数が必要な場合は、「供給した熱量（GJ）」の部分を、「熱供給

会社が配管に送り出す熱量（GJ）」を使用して計算する必要がある。 
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STEP2: 排出係数の調整に使用する証書等の決定 
熱の排出係数の調整に使用できる証書等は、再エネ熱由来Ｊ－クレジット、グリーン熱証

書である（表 6-11 のポイント①）。 
表 6-13 熱の排出係数の調整に使用可能な証書等 

証書等 スコープ２ 
ガイダンス 

＜参考＞ 
温対法に基づく

熱の排出係数 
Ｊ－クレ 
ジット 

再エネ電力由来 × ○ 
再エネ熱由来 〇※１ 〇 
省エネ・森林由来 × ○ 

グリーン電力証書 × 〇※２ 
グリーン熱証書 〇 〇※２ 

※１ Ｊ－クレジットは t-CO2 単位で発行されるが、希望者には再生可能エネルギー算定

量（GJ 単位）を記した書類も発行される。 
※２ グリーンエネルギーCO2 削減相当量として認証を受けることで使用可能。 
 
前提条件に挙げた証書等のうちスコープ２ガイダンス、利用使用用可能な証書等は「グリ

ーン熱証書」及び「再エネ熱由来Ｊ－クレジット」である。 
〇グリーン熱証書 400GJ（20t-CO2） 
〇再エネ熱由来Ｊ－クレジット 10t-CO2（100GJ） 
×省エネ由来Ｊ－クレジット 30t-CO2 
 

 
図 6-4 利用可能な証書等の例 
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STEP3: 証書等使用後の排出係数の算定 
STEP1 で算定した排出量に対して、STEP2 の証書等を使用する。証書等を使用する際に

は、熱量（kJ、MJ、GJ 等）単位で調整する必要がある（ポイント②）。 
例えば、STEP2 で確認した証書等の場合、500GJ 分の証書等を保有しており、任意の熱

500GJ 分の排出量をゼロエミ化することができる。 
下記の例では、電気 200GJ 分に対して、200GJ 分の証書等を使用することとし、電気によ

る排出をゼロエミ化する。また、残りの 300GJ 分の証書等を都市ガスに使用し、都市ガスに

よる排出の一部をゼロエミ化する。証書等を使用した結果、排出量の合計は 25t-CO2 である

ことから、熱供給事業者のマーケット基準対応の排出係数は 0.25t-CO2/GJ と算出される。 

 
図 6-5 熱の調達先におけるマーケット基準対応の排出係数の算定例 
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6.5. RE100 における非再エネ自家発電に対する証書の適用 
 
100％再エネ電気の達成方法は、表 B-4 の手法から選ぶことができ、複数の方法を組み合

わせることも可能となっている。ただし、大前提として、スコープ２ガイダンスへの準拠が

必要である。 
 手法の中に、「電気から切り離された電源構成証書の調達」があるが、RE100 独自の運

用として、Scope1 に該当する非再エネの自家発電に対して、再エネ電力証書を適用するこ

とができることが判明したため、その旨を加筆した。 
 

表 6-14 RE100 が認める再エネ調達の手法 
自家発電 
 自社が保有する再エネ発電設備からの発電 
購入電気 
 他者が保有する需要場所内の再エネ発電設備からの調達 

他者が保有する需要場所外の再エネ発電設備から自営線経由で調達 
再エネ発電事業者が保有する需要場所外の再エネ発電設備から系統経

由で直接調達 
小売電気事業者との契約（グリーン電力商品）による調達 
電気から切り離された電源構成証書の調達（RE100 独自の運用として、

Scope1 に該当する非再エネの自家発電に対しても証書を適用可能 22） 
その他 

※自家発電は、需要場所内で燃料を燃焼させることからスコープ１に該当するが、

RE100 では、スコープ１に該当する非再エネの自家発電に対して証書を適用する

ことができる。イメージは以下の通り。 

 
 
 

  

                                                        
22 国内における環境価値取引市場動向調査業務の受託者であるみずほ情報総研株式会社が RE100 に確認 
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7. 研究会運営業務 
ガイダンス作成に係る検討を深めるために、有識者と省庁の関係部局から成る、「我が国

企業による国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関する研究会」を開催した。研究会

の委員は、表 7-1 に示すとおり。 
 

表 7-1 研究会委員 

 氏名 所属 

座長 山地 憲治 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 
理事長・研究所長 

委員 工藤 拓毅 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 
電力・新エネルギーユニット担任 理事 

馬場 未希 株式会社日経ＢＰ 日経ＥＳＧ編集 エディター 

藤野 純一 公益財団法人地球環境戦略研究機関 上席研究員 

吉高 まり 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 
環境戦略アドバイザリー部 
チーフ環境・社会（ＥＳ）ストラテジスト 

オ ブ ザ

ーバー 
一般社団法人 CDP Worldwide-Japan 

一般財団法人日本品質保証機構 

環境省 
 
 
本年度、1 回開催した研究会は書面開催で実施した。 

 

日時 令和 2 年 3 月 19 日（木）11:00-12:00（座長に報告した日時） 

場所 －（書面開催） 

出席者 山地座長、工藤委員、馬場委員、藤野委員、吉高委員 
（書面開催のため、議決書面を受領した委員を記載） 

議題 我が国企業による国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス

の更新について 

議事 
概要 

我が国企業による国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス

の更新について、事務局より本年度判明した下記の概要を説明し、ガイダンスの更

新内容を承認いただいた。 
 CDP や SBT に再エネ熱由来Ｊ－クレジット及びグリーン熱証書が利用可能で

あること。 
 RE100 独自の運用として、自家発電した電気に対して、証書を適用可能である

こと。 



（様式２）

頁 図表番号
27 図3-14
29 図3-15
30 図3-16
30 図3-17

委託事業名：
令和元年度国内における温室効果ガス排出
削減・吸収量認証制度の実施委託費（国内
における環境価値取引市場の動向調査）

報告書の題名：
令和元年度国内における温室効果ガス排出
削減・吸収量認証制度の実施委託費（国内
における環境価値取引市場の動向調査）報
告書

タイトル

二次利用未承諾リスト

北アメリカ地域のトラッキングシステム
販売先別のGreen-eエナジー認証の発行量
Green-eエナジーが購入可能な州
Green-eの売上金額割合

受注事業者名：みずほ情報総研株式会社
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